
和歌山県監査公表第2号

平成25年8月14日付け監査報告第1号及び同年9月3日付け監査報告第6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1月17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 和歌山県環境衛生研究センター

監査実施年月日 平成25年7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23年度特殊業務健康診断に (1) 請求書の到着があまりにも遅い

係る委託料の支出について、会計 場合も想定して、徹底した年度管

年度に誤りがあったので適正に処 理のもと支出事務を行うよう、関

理されたい。 係職員に注意喚起を行った。

(2) 集中調達外で購入した備品につ (2) 支出負担行為の合議の要・不要

いて、支出負担行為が総務事務集 について、厳重にチェックする体

中課へ合議されていなかったので 制を取るよう注意喚起を行った。

適正に処理されたい。

(3) 振替休日に行った勤務につい (3) 超過勤務・休日勤務命令簿兼振

て、超過勤務・休日勤務命令簿兼 替等整理簿の勤務時間区分を訂正

振替等整理簿の勤務時間区分に誤 し、再処理を行うとともに、各職

りがあったので適正に処理された 員に記入指導を行った。

い。

2 和歌山県立和歌山北高等学校

監査実施年月日 平成25年7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) 郵便切手について、実査確認枚 (1) 郵便切手を使用する際は、郵便

数が使用簿残枚数と一致しなかっ 切手使用簿と現物の確認を徹底す



た（実査確認枚数過多（120円切 るとともに、和歌山県物品管理等

手1枚））ので、適正に処理され 事務規程（昭和39年和歌山県訓令

たい。 第20号）に基づき適正に事務処理

を行うよう職員に周知徹底を行っ

た。

(2) 情報機器の使用料契約の支払に (2) 請求書の代表者名が旧の代表者

おいて、4月に代表者が変更され 名のまま支払を行ったことについ

ているにもかかわらず、3月分に て、今後は、請求書受理時に記載

ついて旧の代表者名が記載された 内容の確認を徹底し、適正な会計

請求書で支払を行っていたので適 処理を行っていく。

正に処理されたい。

3 和歌山県立桐蔭高等学校・中学校

監査実施年月日 平成25年7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 郵便切手類使用簿における四半期ご

による四半期ごとの現物確認等がなさ との現物確認等について、和歌山県物

れていないので、和歌山県物品管理等 品管理等事務規程に基づき適正に処理

事務規程（昭和39年和歌山県訓令第20 を行うよう職員に周知徹底を行った。

号）に基づき、適正に処理されたい。

検討事項 検討事項

北門の東部外壁より北側の学校用地 当該用地については、現在教育委員

が現況道路敷となっており、教育財産 会と和歌山市の間で、土地の売却及び

として使用されていないので、適切な 無償譲与等を含め、適切な財産管理に

財産管理を所管部と協議されたい。 向けた協議を実施している。

4 和歌山県立青陵高等学校

監査実施年月日 平成25年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

検討事項 検討事項

昨年度に検討事項とした生徒ホール 生徒ホール内に設置されている自動

内の自動販売機4台の設置許可の見直 販売機については、生徒の福利厚生を



しに関し、学校では育友会からの委任 目的に PTAが設置したものである。

による学校の関与の明確化及び販価の そのため、生徒の福利厚生の目的に

さらなる値下げによる生徒還元の充実 反しないことを第一に踏まえた上で、

を図ったところであるが、なお売上管 貸付制度へ移行できるのかどうか検討

理や業者選定競争原理が働きにくい状 していく。

況にあることから貸付制度への移行を

検討されたい。

5 和歌山県立和歌山ろう学校

監査実施年月日 平成25年7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) 超過勤務・休日勤務命令簿兼振 (1) 当該代休を年次有給休暇に変更

替等整理簿において、勤務時間が し、超過勤務手当を支給した。

4時間に満たない超過勤務を代休 今後、このようなことのないよ

扱いしていた事例があったので、 う複数名で確認を行い、適正に処

適正に処理されたい。 理を行っていく。

(2) 郵便切手類使用簿において、使 (2) 郵便切手類使用簿における四半

用時における検印の押印漏れ及び 期ごとの現物確認等について、和

複数の職員による四半期ごとの現 歌山県物品管理等事務規程に基づ

物確認がなされていないので、和 き適正に処理を行うよう職員に周

歌山県物品管理等事務規程に基づ 知徹底を行った。

き、適正に処理されたい。

(3) 切手購入において、支出負担行 (3) 和歌山県財務規則（昭和63年和

為の整理する時期が誤っていた事 歌山県規則第28号）にのっとり

例があったので適正に処理された 支出負担行為を整理するよう徹底

い。 するとともに、複数名で内容を確

認を行い、適正に処理を行ってい

く。

(4) 委託料について、契約額と異な (4) 和歌山県財務規則にのっとり適

る金額で支出負担行為を行い、そ 正な契約額で支出負担行為を行

の後、変更の支出負担行為を行っ い、今後このようなことのないよ

ている事例があったので適正に処 う複数名で確認を徹底し、適正な

理されたい。 会計事務を行っていく。



6 和歌山県和歌山東警察署

監査実施年月日 平成25年7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

川永警察官駐在所敷地内の電柱に通 通信ケーブルを共架している事業者

信ケーブルが共架されているが、行政 に対し、行政財産の目的外使用許可を

財産の目的外使用許可手続がなされて 行った。

いないので、適正に処理されたい。

7 海草振興局地域振興部

監査実施年月日 平成25年7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) 手数料の資金前渡に係る支出負 (1) 和歌山県財務規則に基づき出納

担行為の決裁が、出納機関に合議 機関への合議の徹底及び事務の

されていなかったので、適正に処 適正執行を関係職員に周知し、

理されたい。 再発の防止に努めた。

(2) 消耗品費（オイル）の納品書に (2) 平成21年1月5日付け出第306号

受付印、個人印を押印していない 会計管理者及び財第235号総務部

ものがあったので、平成21年1月5 長通知に基づき消耗品費(オイル)

日付け出第306号会計管理者及び の納品書に受付印及び個人印を

財第235号総務部長通知に従い、 押印するよう周知し、適正な事

適正に処理されたい。 務の執行を徹底した。

8 海草振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成25年7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) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金 (1) 新たな滞納者を出さないことが

の未収金については、平成24年度 重要であるとの観点から、貸付



末で約465万円となっており、前 申請時に、借主はもとより､連帯

年度末に比し約37万円減少してい 借主や連帯保証人にも、貸付け

る。 の趣旨の徹底を図っている。

今後も、新規未収金の発生防止 また、過年度分の未収金につ

のために貸付時における償還指導 いては、電話及び文書による償

の徹底を図るとともに、過年度分 還指導を継続的に行い、それで

の未収金について、未納者の現状 も応じない場合は、訪問や面接

を把握し償還指導を行うなど、引 を行い、本人の実情等を確認し

き続き債権管理に努められたい。 ながら、粘り強い償還指導を行

っている。

(2) 郵便切手類使用簿において、複 (2) 平成25年6月分より複数人によ

数人による四半期ごとの現物確認 る確認を行っている。

等がなされていないので、和歌山

県物品管理等事務規程に基づき、

適正に処理されたい。

(3) 敷地内の電話柱に他の通信事業 (3) 使用者に行政財産使用許可申

者の通信ケーブルが共架されてい 請書を提出させ、平成25年6月28

るが、行政財産の目的外使用許可 日付けで許可を行い平成25年度

手続がなされていないので、適正 分使用料は7月16日に納付があっ

に処理されたい。 た。

(4) 路程100キロメートル以上の公 (4) 職員に周知徹底を図り、路程1

用車による旅行を外出承認により 00キロメートル以上の公用車に

行っている事例があったので、適 よる旅行については、旅行命令

正に処理されたい。 簿を作成している。

9 海草振興局建設部

監査実施年月日 平成25年7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) 土木使用料等の収入未済額は、 (1) 今後とも未納者の現状把握と債

平成24年度末で約36万円となって 権管理に努める。

おり、前年度末に比し約11万円減

少している。



今後も未納者の現状を把握し、

適正な債権管理に努められたい。

(2) 道路占用料等の滞納について、 (2) 債権管理のための記録簿を作

和歌山県財務規則（昭和63年和歌 成し、適切な管理をするよう改

山県規則第28号）第37条及び県土 善した。

整備部所管債権の適正管理に関す 今後とも適切な債権管理に努

る指針（平成22年6月30日制定） める。

に基づく債権管理のための記録簿

の作成等がされていなかったの

で、適正に処理されたい。

(3) 郵便切手類使用簿において、複 (3) 複数職員による現物確認を行

数人による四半期ごとの現物確認 っていたが、1名のみの検印とな

がなされていないので、和歌山県 っていたので、今後は和歌山県

物品管理等事務規程に基づき、適 物品管理等事務規程の遵守を職

正に処理されたい。 員に徹底し、四半期ごとの複数

職員による現物確認、検印など

適正な処理に努める。

(4) 道路占用料等の収入調定につい (4) 道路台帳等のデータ整備を行

て、納付書の重複発行や計算間違 い、収入調定状況をより把握

いによる戻出の事例があったの し、管理できるように改善し

で、適正に処理されたい。 た。

今後は適正な事務処理に努め

る。

(5) 集中調達物品の納品において誤 (5) 納品書と物品集中調達入札等

った記載をした納品書を受領して 結果通知書との内容の突合確認

いたので、適正に処理されたい。 を周知徹底した。

今後このような受領がないよ

う適正な事務処理に努める。

(6) 自動車等使用台帳について、台 (6) 自動車等使用台帳や公用車の

帳が作成されていない月があった 管理を徹底するため、公用車1台

ほか、使用状況及び前月末総走行 毎に公用車管理者を定めた。

距離の記載漏れがあったので、適 今後は記載漏れ等が発生しな

正に管理されたい。 いよう適正な事務処理に努め

る。



10 和歌山県男女共同参画センター

監査実施年月日 平成25年7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

午後10時を超える部分の超過勤務に 該当する事案については、予備監査

対して、125/100による割合で手当を 終了後平成25年6月21日付けで追給措

支給していた事例があったので適正に 置を終えている。

処理されたい。 今後も、超過勤務の縮減に努めると

ともに、超過勤務の記載区分等につい

ては、適切に行うよう職員に周知徹底

した。

11 和歌山県立近代美術館

監査実施年月日 平成25年7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

超過勤務手当について、勤務時間の 超過勤務手当の過支給について、監

区分誤りによる過支給があったので適 査後、直ちに返納の手続を行い、返納

正に処理されたい。 を行った。

また、複数の職員がチェックするよ

う事務を見直し、今後、適正な事務処

理を行っていく。

12 和歌山県立紀伊風土記の丘

監査実施年月日 平成25年7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) 平成24年度監査において行政財 (1) 行政財産の過納分の還付につ

産の使用料算定に誤りが認められ いては、監査終了後、直ちに事

たため、適正に処理されるよう注 務処理を行い、使用者へ還付を

意したところであるが、使用者へ 行った。



の過納分還付にかかる予算措置が 今後、チェック体制を厳重に

平成24年度中になされたにもかか し、適正に処理を行っていく。

わらず、平成25年4月25日現在、

還付措置がされていなかったの

で、適正に処理されたい。

(2) 平成24年度監査において、行政 (2) 行政財産の使用料に係る歳入

財産の目的外使用許可に係る使用 科目の収入更正について、監査

料の収入調定の歳入科目に誤りが 終了後、直ちに事務処理を行っ

認められたため、適正に処理され た。

るよう注意したところであるが、 今後、チェック体制を厳重に

平成25年4月25日現在、平成24年 し、適正に処理を行っていく。

度の収入調定について収入更正が

されていなかったので、適正に処

理されたい。

13 和歌山県立自然博物館

監査実施年月日 平成25年7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

旅行命令簿において、在勤公署から 旅費の不足分については、監査後、

用務地までの路程が150キロメートル 適切に処理を行った。

以上あり早朝5時に出発しているにも また、旅費事務のチェック体制を見

かかわらず、日当の調整漏れ、早朝出 直すとともに、職員に対し旅行命令簿

発夜間帰着欄への記載漏れ等があった の記載事項等について指導を行い、徹

ので、適正に処理されたい。 底を図った。

14 和歌山県動物愛護センター

監査実施年月日 平成25年7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

郵便切手類使用簿において、複数人 様式改正の見落としによるものであ

による四半期ごとの現物確認がなされ り、直ちに新しい様式に変更し、複数



ていないので、和歌山県物品管理等事 人による現物確認についても徹底をし

務規程に基づき、適正に処理された た。

い。

15 和歌山県立和歌山西高等学校

監査実施年月日 平成25年7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

旅行命令簿において、用務地の地点 不足していた旅費について、監査終

名称を誤り旅費支給額が不足していた 了後、直ちに処理を行い旅費を支給し

ので、適正に処理されたい。 た。

今後は、支出時に厳正に確認を行

い、適正な会計処理を行っていく。

16 和歌山県立向陽高等学校・中学校

監査実施年月日 平成25年7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

毒物及び劇物等の薬品の保管につい 毒物及び劇物等の薬品の保管につ

て、定期点検等がなされていないの いて、平成10年9月25日付け総第327

で、平成10年9月25日付け総第327号総 号総務課長及び学第1052号学校教育

務課長及び学第1052号学校教育課長通 課長通知に基づき適正な処理を行っ

知に基づき、適正に処理されたい。 た。

17 和歌山県立和歌山東高等学校

監査実施年月日 平成25年7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

旅行命令簿において、早朝出発にも 旅行命令簿への記載漏れ及び日当

かかわらず、早朝出発夜間帰着欄への の調整漏れについて、平成25年5月22

記載漏れ及び日当の調整漏れがあった 日付けで、追給処理を行い、適正に



ので適正に処理されたい。 処理を行った。

18 和歌山県立星林高等学校

監査実施年月日 平成25年7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

毒物及び劇物等の薬品の保管につい 毒物及び劇物等の薬品の保管につ

て、定期点検等がなされていないの いて、平成10年9月25日付け総第327

で、平成10年9月25日付け総第327号総 号総務課長及び学第1052号学校教育

務課長及び学第1052号学校教育課長通 課長通知に基づき正しい様式に変更

知に基づき、適正に処理されたい。 するとともに、定期点検を実施し、

適正な処理を行った。

19 和歌山県立和歌山商業高等学校

監査実施年月日 平成25年7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

郵便切手類使用簿において、複数人 郵便切手類使用簿における四半期ご

による四半期ごとの現物確認がなされ との現物確認等について、複数人で現

ていないので、和歌山県物品管理等事 物確認を行い、適正に処理を行った。

務規程に基づき、適正に処理された また、今後このようなことのないよ

い。 う和歌山県物品管理等事務規程につい

て職員に周知徹底を行った。

20 和歌山県税事務所

監査実施年月日 平成25年8月19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24年度の県税収入率は、滞 (1) 平成25年度税務運営基本方針及

納整理に努力した結果97.4％で0. び税務運営重点項目に基づき以

3ポイント増加し、平成24年度末 下のような取組を行った。



の収入未済額は、約10億7,566万 ア 徴収目標の策定と進行管理

円と約1億3,492万円減少してい 今年度の目標収入率と収入

る。 未済額圧縮率達成のための数

個人県民税の収入未済額が占め 値による徴収計画を策定し、

る割合は、県税全体の収入未済額 進行管理を徹底している。さ

の約71％と大きなものとなってい らに、毎月徴収対策本部会議

るため、管内市町への職員派遣や を開催し、進捗状況の確認や

地方税法（昭和25年法律第226 優先順位の決定等必要な対策

号）第48条の規定に基づく県の直 をとっている。

接徴収を継続実施するとともに、 特に、今年度は新たに役職

事務所の滞納整理の強化を図り、 別の進行管理表を作成し、所

収入未済額の縮減に向け一層努力 長からグループリーダーまで

され、県税収入の確保に努められ の全幹部職員が各自の役割を

たい。 自覚し、県税収入率の全国5位

また、延滞金等諸収入の収入未 以内を目指している。

済についても、適正な債権管理に イ 滞納処分の早期実施

より収入未済額の縮減に努められ 過去に滞納処分歴のある納

たい。 税義務者で、現年課税分にお

いて新たに滞納を発生させた

者に対しては、一斉に財産調

査を実施し、早期に滞納処分

を実施した。続けて滞納処分

を実施することで、県として

の強い姿勢を示し、収入未済

額を圧縮するとともに、滞納

者の意識変革を促し、今後の

滞納事案発生の抑止を目指し

ている。

さらに、管内市町への勤務

先一斉調査において勤務先が

判明した事案について、滞納

者に対しては給与差押予告を

送付し、反応がなければ勤務

先への給与照会、給与差押を



行うなどの対策を昨年度に引

き続き実施し、通常の催告文

書によるよりも大きな効果を

上げている。

特に、今年度は現年課税の

不動産取得税の滞納に対して

、督促状送付後、差押要件

が整い次第、速やかに課税物

件を差し押さえることにより

財産を保全している。これは

時間の経過による財産の散逸

を防ぎ、確実な滞納整理に繋

がっている。

ウ 高額滞納事案の集中取組

滞納繰越分では、本税と延

滞金（計算延滞金を含む。）の

合計40万円以上の滞納事案

を、高額滞納事案として、他

の困難事案と併せて特別整理

グループで取り組んでいる。

納税課滞納整理第一及び同

第二グループで滞納整理を実

施した後、困難となった案件

の各種調査及び財産の差押え

等集中的に取り組むことによ

り、効率的な事務処理ができ

るようになった。

エ 大量に発生する滞納案件の

早期対応の実施

一時に大量の滞納件数が発

生する現年自動車税について

は、督促状及び差押予告状の

発送を早期に設定し、加えて

緊急雇用制度を活用した7名の



納税促進員と2名の納税推進員

により連続した納税勧奨及び

滞納者の実態調査を行ってい

る。

これにより、早期の案件分

類が進み、早い時期から滞納

処分（差押え）の開始が可能

となった。

オ 個人市町村県民税の包括的

な徴収対策の実施

個人市町村県民税の未収金

については、昨年度に引き続

き、管内市町と県職員の派遣

協定を締結し、和歌山市及び

海南市に対しては組織マネジ

メントの構築を中心に、紀美

野町に対しては実地での滞納

整理（差押えを含む。）を中心

に納税課長及び各グループリ

ーダー等で積極的に取り組ん

でいる。

さらに和歌山市と海南市は

県税との共通滞納者に対して

合同捜索を実施、海南市と紀

美野町は地方税法第48条の直

接徴収を実施している。

また、定期的(3か月ごと)な

徴収強化に関する協議を行

い、滞納縮減、滞納整理の進

行管理、現年度の徴収強化や

滞納整理手法の情報交換を行

っている。特に、2市1町の高

額事案についてヒアリングを

実施し、個々具体的に整理手



法のアドバイスを行ってい

る。

なお、延滞金等諸収入につ

いても、管内市町に適正な管

理及び滞納整理の実施に努め

るよう助言している。

(2) 集中調達物品の消耗品の納品 （2）集中調達物品の納品について

で、納品書に当該発注所属の受付 は、主担当あるいは副担当が納

印及び個人印を押印していなかっ 入確認を確実に行えるよう、あ

たので、平成21年1月5日付け出第 らかじめ納入業者に納品の日時

306号会計管理者及び財第235号 を確認し、受入れをすること

総務部長通知に従い、適正に処理 で、余裕を持って事務を行える

されたい。 ようにし、ミスをなくすよう改

善した。


