
和歌山県監査公表第9号

平成25年11月22日付け監査報告第10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12項

の規定により、次のとおり公表する。

平成26年3月25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 伊都振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成25年10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) 生活保護費返還金の未収金につ (1) 償還指導を継続的に実施した

いては、平成24年度末で約48万円 結果、平成25年12月末までに3万

となっており、前年度末に比し約 4千円の納付があった。返還金が

7万円増加している。 途切れることのないよう未納者

今後も、新規未収金の発生防止 への継続的な償還指導を実施し

に努めるとともに、未収金につい ていく。

て、未納者の現状を把握し償還指

導を行うなど、適切な債権管理に

努められたい。

(2) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金 (2) 新規未償還金の発生を防止する

の未収金については、平成24年度 ために、借主、連帯借受人、連

末で約658万円となっており前年 帯保証人及び市町村担当者の同

度末に比し約74万円減少してい 席面接を行い、連帯債務の周知

る。 等、貸付申請時の審査を徹底

今後も、新規未収金の発生防止 し、無理のない貸付金額の指導

に努めるとともに、未収金につい を実施するとともに、償還開始

て、未納者及び連帯保証人等の現 時期の到来した借主には、文書

状を把握し、適切な債権管理に努 や電話により指導を行った。

められたい。 滞納が3か月以上続いた場合、

借主及び連帯保証人等に対する



電話や訪問での督促や振興局で

の面接、償還計画の立て直し等

の相談に加え、連帯保証人や連

帯借受人への文書や電話による

協議及び督促を実施した。

また、滞納者に対する方針を

決定する部内対策会議、二人一

組体制での訪問を行うととも

に、償還強化月間を設け、集中

的な償還指導に取り組んだ。

今後も対策会議の開催や強化

月間の設定を計画している。

(3) 母子寡婦福祉対策資金貸付金償 (3) 償還指導を継続的に実施した

還金の未収金については、平成24 結果、平成25年12月末までに2人

年度末で約23万円となっており前 が完納し、全体で約3万8千円の

年度末に比し約6万円減少してい 納付があった。引き続き未納者

る。 へ継続的な償還指導を実施して

今後も、未納者の生活状況を把 いく。

握し、適切な債権管理に努められ

たい。

(4) 郵便切手類使用簿において、複 (4) 監査終了後、四半期ごとに継

数人による四半期ごとの現物確認 続して複数人による現物確認を

がなされていないので、和歌山県 行っている。

物品管理等事務規程（昭和39年和

歌山県訓令第20号）に基づき、適

正に処理されたい。

(5) 契約保証金を免除している感染 (5) 契約保証金の免除理由の記載

性廃棄物収集運搬及び処分業務委 については、適正に処理するよ

託の契約締結の決裁において、契 う担当者に徹底した。

約保証金の免除理由が記載されて

いなかったので、適正に処理され

たい。

(6) 廃棄備品等の売払いについて、 (6) 廃棄備品等の売払いについて

一者の見積りにより随意契約を行 は、適正に処理するよう担当者



っているが二者以上から見積書を に徹底した。

徴されたい。

2 伊都振興局建設部

監査実施年月日 平成25年10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) 土木使用料(公営住宅)の収入未 (1) 未納者の現状をよく把握した

済額は、平成24年度末で約168万 上で、文書通知や電話による督

円となっており、前年度末に比し 促や催告を組み合わせた滞納整

約43万円減少している。 理に努め、未収金の更なる削減

今後も、未納者の現状を把握し を図るよう取り組んでいる。

て、適切な債権管理に努められた その結果、平成25年12月末ま

い。 でに67万7千円の納付があった。

(2) 平成25年3月5日付けで申請のあ (2) 占用許可手続が遅れることの

ったバス停留所標識設置に係る道 ないよう確認を徹底し、適正な

路占用許可について、許可手続が 処理に努めている。

行われていなかったので、適正に

処理されたい。

(3) 収入印紙類使用簿において、複 (3) 和歌山県物品管理等事務規程

数人による四半期ごとの現物確認 の遵守を徹底し、適正な処理に

が行われていないので、和歌山県 努めている。

物品管理等事務規程に基づき、適

正に処理されたい。

(4) 紀見トンネル防火水槽ポンプ修 (4) 工事内容を変更する場合は、

繕契約について、工期変更を行わ 契約工期内において変更手続を

ず契約工期を超えて変更請書を作 行うよう職員に周知徹底した。

成していたので、今後の契約事務

についてはこのようなことのない

よう適正に処理されたい。

3 和歌山県農業大学校



監査実施年月日 平成25年10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

公有財産台帳に記載された地籍調査 公有財産台帳と公有財産現況報告書

後の土地の面積を公有財産現況報告書 を精査し、適切に処理した。

では、従前の面積で報告していたの

で、適切に処理されたい。

4 和歌山県立橋本高等学校・古佐田丘中学校

監査実施年月日 平成25年10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) 入学願書に貼付された県証紙に (1) 入学願書に貼付された県証紙の

消印のなされていないものが1件 消印漏れについて、今後チェック

あったので、適正に処理された 体制を厳重にし、消印漏れのない

い。 よう適正に処理を行っていく。

(2) 自家用車使用による旅行命令簿 (2) ハイスクール強化校指定事業に

において、ハイスクール強化校指 ついて、ハイスクール強化校指

定事業の補助金で旅費別途支給と 定事業補助金交付要綱に基づき

なっているが、支給対象ではない 適正に処理するよう職員に周知

ので適正に処理されたい。 徹底を行った。

5 和歌山県立紀北工業高等学校

監査実施年月日 平成25年10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) 代表者印のない請求書に基づき (1) 請求書受理時に具備事項の確認

支出を行っていたので、適正に処 を徹底し、適正な会計処理を行っ

理されたい。 ていく。

(2) 校内で保管している毒物及び劇 (2) 使用していた様式が誤っていた

物について、平成10年9月25日付 ため、平成10年9月25日付け総務

け総第327号総務課長及び学第105 課長及び学第1052号学校教育課長

2号学校教育課長通知に基づく薬 通知に基づく薬品保管管理簿及び



品保管管理簿及び薬品保管点検票 薬品保管点検票を作成し、適正に

が作成されていなかったので、適 処理を行った。

正に処理されたい。

6 和歌山県立伊都高等学校

監査実施年月日 平成25年10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

同一旅行に係る旅行命令簿の決裁が 旅行命令簿の決裁について、組織

二重に行われたために旅費の二重払い 内のチェック体制を厳重にし、今後

が行われていた。当該誤りが判明した このようなことがないよう適正に処

後、翌年度に過支給分は返納されてい 理を行っていく。

るが、今後このようなことがないよう

適正に処理されたい。

7 和歌山県立紀北農芸高等学校

監査実施年月日 平成25年10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) 郵便切手類使用簿において、複 (1) 和歌山県物品管理等事務規程に

数人による四半期ごとの現物確認 基づき、複数人による四半期ごと

がなされていないので、和歌山県 の現物確認の検印を行い、適切に

物品管理等事務規程に基づき、適 事務処理を行うよう職員に周知徹

正に処理されたい。 底した。

(2) 平成25年4月1日に締結した複写 (2) 複写機の保守等に関する契約書

機の保守等に関する契約書につい について、和歌山県暴力団排除条

て、暴力団排除条項の記載がなさ 例（平成23年和歌山県条例第23

れていなかったので平成23年7月1 号）第16条及び平成23年7月1日付

日付け監察第37号監察査察監通知 け監察第37号監察査察監通知に基

に基づき適正に処理されたい。 づき、暴力団排除条項の記載を行

い、適正に事務処理を行うよう職

員に周知徹底した。



8 和歌山県立笠田高等学校

監査実施年月日 平成25年10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

週38時間45分の勤務時間を超えてい 超過勤務手当の不足分について、

るにもかかわらず、25/100の手当を支 監査終了後、追給処理を行った。以

給していない事例があったので適正に 後、記載事項の確認を徹底し、適正

処理されたい。 に処理を行っている。

9 和歌山県立紀の川高等学校

監査実施年月日 平成25年10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

パフォーマンスチャージ料（使用料 支出票への履行確認について、今

及び賃借料）の支出票に履行確認がな 後、確認及び記載漏れがないよう和歌

されていなかったので、今後適切に処 山県財務規則（昭和63年和歌山県規則

理されたい。 第28号）等を職員に周知徹底し、適正

に事務処理を行っていく。

10 有田振興局地域振興部

監査実施年月日 平成25年10月31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

紀の国森づくり基金活用事業補助金 平成25年度事業からは、申請者に補

の実績報告において、本来領収書が添 助制度を十分説明するとともに、実績

付されるべきところ、一部、領収書の 報告書提出時には領収書等支出済額を

代わりに請求書が添付された実績報告 証明する書類の添付を徹底している。

書を受理し、補助金の額の確定を行っ

ているものが散見されたので、適正に

処理されたい。



11 有田振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成25年10月31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) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金 (1) 母子寡婦福祉資金貸付金の未償

の未収金については、平成24年度 還金については、滞納者の生活状

末で約188万円となっており前年 況を把握するためにも自宅訪問す

度末に比し約4万円減少してい る等、日々償還活動に取り組んで

る。 いる。借主が高齢になっている場

今後も、新規未収金の発生防止 合は、可能な限り早期に完納でき

のために貸付時における償還指導 るよう定期的な償還指導に努めて

の徹底を図るとともに、適時に連 おり、督促状を発送してもなお未

帯保証人や連帯借受人などを交え 納の場合は、納期限後3か月経過す

た協議の場を持つなど、未納者の れば借主及び連帯保証人に対して

現状を把握し、適切な債権管理に 文書通知し、双方に来所してもら

努められたい。 う等の方法により償還を促してい

る。

その結果、平成25年12月末まで

に約18万円の納付があった。

また、新たな滞納ケースの発生

を防止するため、貸付けに際して

は厳正な審査を行うとともに、借

主及び連帯保証人に対し、貸付け

の趣旨及び連帯責務や滞納時の違

約金についても確認を行ってお

り、償還開始の時期が到来した借

主に対しても、償還意識を強く持

たせるよう、文書や電話で指導し

ている。

(2) 生活保護費返還金の未収金につ (2) 未収金の発生防止については、

いては、平成24年度末で約1,256 被保護者の収入申告書提出義務

万円となっており、前年度末に比 等、制度上の被保護者の義務の周

し約82万円増加している。 知や課税調査等の実施により、不

今後も、被保護者の資産状況を 正行為防止の啓発に努めている。



精査し収入の把握に努めるなど、 また、返還金の償還指導につい

新規の未収金の発生防止に努める ては、滞納者台帳に基づき、本人

とともに、未収金について未納者 宅の訪問や電話等による督促を行

の現状を把握し、適切な債権管理 い、返還金の納入義務を再認識さ

に努められたい。 せるとともに、その納入指導に努

めた。

その結果、平成25年12月末まで

に約21万円の納付があった。

なお、平成24年度には、過年度

分の滞納者2名が完納となったが、

新たに3名が滞納となり、平成25年

度への滞納繰越者は22名となって

いる。現在も分割納付を承認した

者については、返還計画に基づい

て順次調定を行っているが、生

活困窮等により計画どおりに納

付できていないケースもある。

今後も、個々の世帯の状況を把

握しながら、公平性の観点から

も、引き続き償還指導を行って

いく。

(3) 特別障害者手当等返還金の未収 (3) 特別障害者手当等返還金の未収

金については、平成24年度末で約 金については、現在対象者は2名で

110万円となっており、前年度末 あり、返済計画に基づいて返済さ

に比し約5万円減少している。 れているが、滞る際には自宅訪

今後も、未納者の現状を把握 問、電話連絡及び文書通知により

し、適切な債権管理に努められた 本人に対し返済を促している。

い。 その結果、平成25年12月末まで

に約28万円の納付があった。

また、関係町との連携を密に

し、支給月の前月には町役場を通

じて文書により受給者の異動状況

を照会し、確認することにより、

返還金発生の未然防止に努めてい



る。

12 有田振興局建設部

監査実施年月日 平成25年10月31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）の収入 (1) 高額滞納者については、法的

未済額は、平成24年度末で約679 措置の準備を行っている。ま

万円となっており、前年度末に比 た、それに満たない者について

し約68万円減少している。 は本人及び連帯保証人に対し、

今後も、未納者の現状を把握し 出頭を要請し、滞納家賃支払の

て、適切な債権管理に努められた 誓約をとるなど、引き続き適切

い。 な債権管理に努めている。

その結果、平成25年12月末ま

でに約142万円の納付があった。

(2) 道路占用料の収入未済額は、平 (2) 滞納者は法人で所在不明の状

成24年度末で約21万円であり、前 況にある。財産調査の結果、財

年度から回収が進んでいない。滞 産は認められず、所在確認のた

納者の状況を再調査の上、適切な め、関係地方公共団体への照会

債権管理に努められたい。 及び現地確認を行い所在不明で

あったことから執行停止の手続

をとった。

今後、債権整理審査会にて審

査を受け時効の到来を待って不

納欠損とする見込みである。

(3) 河川占用料の収入未済額は、平 (3) 滞納者1名について財産調査を

成24年度末で約16万円であり、前 行った。電話等での督促を継続

年度から回収が進んでいない。滞 するとともに差押えの検討を進

納者の状況を再調査の上、適切な める。

債権管理に努められたい。

(4) 放置船舶の除却工事に係る行政 (4) 滞納者2名のうち1名について

代執行に係る収入未済額は、平成 は、生活困窮のため執行停止の

24年度末で約285万円となってお 措置を行った。残り1名について



り、前年度末に比し約211万円増 は、財産調査により預金債権を

加している。 把握できたことから預金差押（2

今後も、未納者の現状を把握し 8,831円）を行った。滞納額の残

て、適切な債権管理に努められた 額について継続して督促を実施

い。 し適切な債権管理に努める。

(5) 電話使用料について、二重支払 (5) 電話使用料に限らず支払につい

を行い戻入した事例があったの ては一覧表を作成し、請求書が

で、適正に処理されたい。 届いて支払依頼書を作成したの

ち出納機関で支払をした日付を

全て記録していくようにして二

重払い等の無いように管理を徹

底する。

(6) 道路愛護会及び河川愛護会の愛 (6) 和歌山県財務規則に従い適正

護活動に対する報償費の支出にお に処理するよう徹底する。

いて、支出負担行為として整理す

る時期を誤っていたので、適正に

処理されたい。

13 紀中県税事務所

監査実施年月日 平成25年10月31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) 県税の未収金については、滞納 (1) 個人県民税の税収確保に向け、

整理に努力されているところであ 市町の連携を強化するため、市

り、収入率は96.3％と前年度に比 町の状況把握に努め、必要と認

し0.5ポイント増加し、平成24年 める市町に併任派遣等の支援を

度末の収入未済額も約2億680万円 実施することとしている。今年

と、約1,646万円減少している。 度は美浜町、印南町及びみなべ

しかしながら、個人県民税の収 町の3町を重点支援市町として、

入未済額は、県税全体の収入未済 併任派遣を実施することとし、

額の約87％を占めていることか 既に3町には3名ずつ派遣してい

ら、管内市町への職員派遣や地方 る。地方税法第48条に基づく直

税法（昭和25年法律第226号）第4 接徴収は10市町から大口困難案



8条の規定に基づく県の直接徴収 件等の引継ぎを受け実施してい

を継続実施するとともに、全体と る。

して事務所の滞納整理の方針に従 また、地域連携による徴収対

いその強化を図り、収入未済額の 策として、地域ブロック会議や

縮減に向け一層努力され、県税収 研修会を実施し、徴収力の向上

入の確保に努められたい。 に努めている。

また、延滞金の収入未済につい 収入未済額の縮減について

ても、適切な債権管理により、収 は、県税事務所で策定した「平

入未済額の縮減に努められたい。 成25年度徴収対策」に基づき、

滞納整理を効果的に実施すると

ともに、行動目標を設定し、進

行管理を行い、収入未済額の縮

減に取り組んでいる。

また、延滞金の収入未済につ

いても滞納処分を実施し、収入

未済額の縮減に努めている。

(2) 消耗品費（自動車オイル）の納 (2) 通知に従い実施していく。

品書に受付印及び個人印が押印さ なお、平成24年度及び平成25

れていなかったので、平成21年1 年度については改善済みであ

月5日付け出第306号会計管理者及 る。

び財第235号総務部長通知に従

い、適正に処理されたい。

(3) 不動産取得税の課税において二 (3) 不動産取得税及び個人事業税の

重課税や課税標準額の誤りによる 課税誤りの防止については、昨

税額誤りがあり、個人事業税の課 年よりも更にチェック体制を強

税においても二重課税があった。 化し複数人による事前チェック

これらについては税額重複分の減 を実施している。

額等が行われているが、今後この

ようなことがないよう適正に処理

されたい。

14 和歌山県立箕島高等学校

監査実施年月日 平成25年10月31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

自家用車使用による旅行命令簿にお ハイスクール強化校指定事業補助

いて、ハイスクール強化校指定事業の 金交付要綱に基づき適正に事務処理

補助金で旅費別途支給となっている を行っていく。

が、支給対象ではないので適正に処理

されたい。

15 和歌山県立有田中央高等学校

監査実施年月日 平成25年10月31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

校内で保管している毒物及び劇物に 毒物及び劇物等の保管について、平

ついて、平成10年9月25日付け総第327 成10年9月25日付け総第327号総務課長

号総務課長及び学第1052号学校教育課 及び学第1052号学校教育課長通知に基

長通知に基づく薬品保管管理簿及び薬 づき適正な処理を行った。

品保管点検票が作成されていなかった

ので、適正に処理されたい。

16 和歌山県立耐久高等学校

監査実施年月日 平成25年10月31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) 公有財産の目的外使用を許可し (1) カップ式飲料自動販売機の水道

ている生徒ホールに設置されてい 使用については、子メーターを設

るカップ式飲料自動販売機の水道 置し、水道使用料を加算して徴収

使用について料金を徴収していな することで適切に処理した。

いので、子メーターの設置などに

より適切に処理されたい。

(2) 重要物品台帳に登載されている (2) 過去の経緯を調査し、関係各課

ピアノについて、品番及び製造時 と協議の上、重要物品の廃棄等適

期が現物と異なっているものがあ 切に処理を行った。

ったので適切に処理されたい。



17 和歌山県立たちばな支援学校

監査実施年月日 平成25年10月31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

週38時間45分の勤務時間を超えてい 超過勤務手当の不足分は、監査終了

るにもかかわらず、25/100の手当を支 後、追給処理を行った。また、超過勤

給していない事例があったので適正に 務・休日勤務命令簿兼振替等整理簿の

処理されたい。また、超過勤務・休日 記入漏れについても適正に処理を行っ

勤務命令簿兼振替等整理簿において、 た。

振替等勤務日の正規の勤務時間欄及び 今後、支給漏れや記入漏れのないよ

左のうちの休憩時間欄が未記入のもの うに十分注意し、適正な事務処理を行

があったので注意した。 っていく。


