
和歌山県監査公表第15号

平成26年1月31日付け監査報告第15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5月27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 東牟婁振興局地域振興部

監査実施年月日 平成25年12月25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) 旅行命令すべきところを外出承 (1) 自家用車を使用し、在勤公署で

認で行った出張があったので、適 ある当振興局発着で串本町内の用

正に処理されたい。 務地へ出張するもので、用務地ま

での路程が半径2㎞を超えている

ため、旅行命令すべきところを外

出承認で行っていたものである。

今後、全職員に対し旅行命令及

び外出承認等の旅費制度について

再度周知徹底を行い、適正な処理

に努めていく。

(2) 物品調達によりガソリンを購入 (2) 物品調達台帳の取扱いについて

する場合、物品調達台帳によって は、課長決裁すべきところを行っ

発注を行うことになるが、決裁さ ていなかったものである。

れておらず、納品書の受領漏れも また、レギュラーガソリンの納

あったので、適正に処理された 品書については、添付漏れを担当

い。 職員が見落としていたことによる

ものである。

当該事項については、所属で確

認できなかったため既に業者に発

行を依頼し、受領した。

今後、物品調達台帳の決裁漏れ



のないよう徹底するとともに、納

品書についても十分確認するなど

取扱いについて徹底を行い、適正

な処理に努めていく。

(3) 長期継続契約により複合機の借 (3) 複合機借入れの長期継続契約に

入れを行っているが、入札が必要 あたり、予定賃借料を契約期間中

であったにもかかわらず簡易公開 の総額で見積もるべきところを単

調達制度により実施していた。ま 年度分で見積もったため、簡易公

た、平成17年4月1日付け財第6号 開調達制度での実施が可能である

財政課長及び出第4号出納室長通 と誤認して実施したものであり、

知に基づく予算の減額又は削除に 今後、適正な処理に努めていく。

よる解除条項等が定められていな また、予算の減額又は削除によ

かった。さらに、政府契約の支払 る解除条項等が定められていなか

遅延防止等に関する法律（昭和24 った点及び遅延利率3.0％を8.25

年法律第256号）第8条第1項の規 ％と誤っていた点については、契

定に基づく遅延利率3.0％を誤っ 約書への記載漏れ及び利率の記載

て8.25％としていたので、併せて 誤りによるものであり、契約の該

適正に処理されたい。 当条項を適切なものに改めるた

め、変更契約の手続を行った。

(4) 郵便切手類使用簿（レターパ (4) 郵便切手類使用簿におけるレタ

ック）において、複数人による四 ーパックの取扱いについては、担

半期ごとの現物確認がなされてい 当課では従前より複数人による現

ないので、和歌山県物品管理等事 物確認を行っていたところである

務規程（昭和39年和歌山県訓令第 が、検印欄には1名のみの押印を

20号）に基づき、適正に処理され 行っていたものである。監査での

たい。 注意を受けて、12月以降は同規定

の遵守を職員に周知徹底し、複数

職員による検印を実施するなど、

適正に処理を行っている。

(5) 消耗品に係る支出票に、履行確 (5) 消耗品の納品検査に際して、複

認を複数人で行っていない事例が 数人での履行確認が必要であると

あったので、適正に処理された ころ、一人で行ったものである。

い。 今後、消耗品の納品検査につい

て複数人で行うように職員に周知

徹底を行い、適正な処理に努めて



いく。

2 東牟婁振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成25年12月25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) 生活保護費返還金の未収金につ

いては、平成24年度末で約796万 いては、不正受給の防止のため、

円となっており、前年度末に比し 新規の場合は保護開始時に、継続

約81万円増加している。 の場合は毎年度最初の訪問時に

今後も、文書による督促に加 「保護のしおり」を配布し、権利

え、電話による催告、自宅訪問に と義務、取り分け生活状況の報

よる納付指導など、適切な債権管 告、収入の申告義務について周知

理に努められたい。 徹底を図っている。

また、被保護者の資産状況を精 また、毎年課税状況調査や年金

査し収入の把握に努めるなど、新 調査を実施し、適正に収入申告が

規未収金の発生防止に努められた なされているかを把握している。

い。 不正受給の防止の基本は、訪問活

動にあると考えており、今後とも

計画的かつ定期的な訪問活動を実

施し、生活状況の確認、把握に努

めていく。

返還金については、管内での現

受給者については保護費の支給と

の関係性があり、指導も行いやす

く未収金は少ない状況である。過

年度の未返還者については、死亡

した者、居所不明の者、県外への

転出、生活保護から脱却したが生

活基盤脆弱で境界層にある者等々

様々なケースがあり償還指導につ

いても困難な状況であるが、公平

性の観点からも、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

いる場合等個々のケースに応じ

て、本庁との間で不納欠損処理の

協議を行っていきたいと考えてい

る。

(2) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金 (2) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金

の未収金については、平成24年度 の未収金については、対象者の生

末で約389万円となっており、前 活は大変厳しく、経済的に弱い立

年度末に比し約27万円増加してい 場の方が多いため、完納及び納付

る。 は困難な状況である。新規貸付時

今後も、新規未収金の発生防止 の面接調査には本人と連帯借主や

のために貸付時における償還指導 連帯保証人に同席を求め、資金の

の徹底を図るとともに、適時に連 使途や償還能力を十分把握すると

帯保証人や連帯借受人などを交え ともに、本貸付の目的や意義等に

た協議の場を持つなど、未納者の ついて説明を行い、償還義務の意

現状を把握し、適切な債権管理に 識付けを徹底している。

努められたい。 また、貸付終了時には生活状況

の聞き取りと償還の説明をしてお

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。

困難ケースについては、滞納者の

現況調査を行い部内で検討会を実

施の上2名体制で訪問指導すると

ともに、連帯借主や連帯保証人に

対しても協力要請を行っている。

今後とも、新規未償還ケースの

発生防止と未償還金の回収に努め

ていく。

3 東牟婁振興局健康福祉部串本支所

監査実施年月日 平成25年12月25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) 督促状については和歌山県財務

いては、平成24年度末で約657万 規則第34条第1項に定める期限内

円となっており、前年度末に比し に発付するように直ちに改めた。

約96万円増加している。 未納者の大部分が現在も生活保護

新規未収金の発生防止に努める 受給中であるが、分割納付等によ

とともに、早期の納付指導等によ り粘り強く返還指導を行うなど、

る適切な債権管理に努められた 債権管理の一層の徹底を図ってい

い。 る。

また、督促状が、和歌山県財務 また、被保護世帯の収入状況の

規則（昭和63年和歌山県規則第28 早期把握が不正受給や返還金未収

号）第34条第1項に定める期限内 金発生の防止につながることか

に発送されていないものがあった ら、被保護者全員を対象にした課

ので注意した。 税調査の早期実施や随時の預貯金

調査を行い、より一層民生委員や

役場担当課など関係機関との連携

を密にし保護の適切な実施に努め

ている。

(2) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金 (2) 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、電話及び文書に

末で約60万円となっており、前年 よる催告に加えて自宅等を訪問し

度末に比し約46万円減少してい て償還指導を行い未償還金の債権

る。 管理に努めている。

今後も、新規未収金の発生防止 さらに、未納者の生活実態の把

のために貸付時における償還指導 握に努め必要に応じて分割償還の

を図るとともに、未納者の現状を 方法をとるなど未償還金の回収に

把握し適切な債権管理に努められ 努めている。

たい。 また、新規の未償還金の発生を

防止するため貸付時において償還

指導の徹底を図った。

(3) 旅行命令簿において、次の不適 (3) 指摘のあった事例について、関

切な事例があったので、適正に処 係規定に基づき適正に処理を行っ

理されたい。 た。

ア 日当調整の誤りがあった。 また、職場研修にて職員全員に

イ 用務開始時刻に用務地に到着 周知を行った。



できない旅行命令があった。 今後はこのようなことがないよ

う適正な事務管理に努めていく。

(4) 物品調達台帳（ガソリン）にお (4) 直ちに、事務手続を行った。

いて、次の不適切な事例があった 今後このようなことがないよう適

ので、適正に処理されたい。 正な事務管理に努めていく。

ア 決裁がなされていないものが

散見された。

イ 受領者印の漏れがあった。

4 東牟婁振興局串本建設部

監査実施年月日 平成25年12月25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）につい (1) 公営住宅の未収金については、

ては、平成24年度末で約85万円が 各戸訪問、電話、文書による督促

収入未済となっており、前年度に 及び連帯保証人への督促も併せて

比し約16万円増加している。 行い、縮減に努めている。

今後も、未納者の現状を把握 また、未収額増加の主な原因と

し、適切な債権管理に努められた なった高額滞納者については法的

い。 措置を実施し、平成25年7月の退

去後は分納が履行されている。

(2) 旅行命令簿で、用務地の記載 (2) 過払いとなった旅費額660円に

誤りにより旅費が誤って支給され ついては、平成25年12月18日に返

ているので、適正に処理された 還済である。

い。

(3) 自動車使用台帳の記載による (3) 外出承認及び超過勤務命令の適

と、勤務時間前に公用車を利用し 正な処理について、各職員に周知

て現場立会いのため外出している 徹底した。

が、外出承認がなされず、超過勤

務命令も行われていない事例があ

ったので、適正に処理されたい。

(4) 工事請負契約解除に伴う違約金 (4) 当該納入義務者は、清算が完了

の延納利息については、平成24年 するまで存続する清算株式会社で

度末で約17万円が収入未済となっ あり、法人としては存続している



ているので、未納者の現状を把握 が実質的には廃業状態にあるため

し、適切な債権管理に努められた 回収が不可能と判断し、技術調査

い。 課と協議の上徴収停止の処理を行

った。

5 東牟婁振興局新宮建設部

監査実施年月日 平成25年12月25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) 公営住宅の未収金については、

未済額は、平成24度末で約310万 督促状、催告状による通知や、電

円となっており、前年度末に比し 話及び訪問を行うなど、委託管理

約83万円減少している。 人とも連携を図りながら、適切な

今後も、未納者の現状を把握 債権管理に努めている。

し、適切な債権管理に努められた

い。

(2) 工事請負契約の違約金について (2) 工事契約不履行に伴う違約金の

は、平成24年度末で約38万円が収 未収金については、債務者が所在

入未済となっているので、未納者 不明、生活困窮等により回収困難

の現状を把握し、適切な債権管理 な状況であるが、引き続き訪問に

に努められたい。 よる督促を行うなど未収金の回収

に努めている。

(3) 船舶引揚の代執行に係る収入 (3) 船舶引揚の代執行に係る未収金

未済額については、平成24年度末 については、定期的に未納者の現

で14万円となっているので、未納 状を把握し、適切な債権管理に努

者の現状を把握し、適切な債権管 めている。

理に努められたい。

(4) 収入印紙類使用簿において、次 (4) 和歌山県物品管理等事務規程に

の不適切な事例があったので、適 基づき、四半期ごとに複数の職員

正に処理されたい。 が現物を確認し、検印するととも

ア 複数人による四半期ごとの現 に、収入印紙類使用簿に記載され

物確認がなされていなかった。 ているとおり、適正に管理を行う

イ 料金欄の記載がなかった。 よう職員に周知徹底した。

ウ 累計で残高価額の記載がなか



った。

(5) 土石砂利採取料の収入調定で、 (5) 調定不足額については適正額を

消費税及び地方消費税分の額を調 追加調定処理し、誤りのあった歳

定しておらず、歳入科目も誤って 入科目は、適正な科目に歳入更正

いたので、適正に処理されたい。 処理を行った。

(6) 備品（テレビ）の廃棄処分に伴 (6) 和歌山県財務規則第50条に基づ

うリサイクル料金が資金前渡によ き、適正に事務処理を行うよう職

り支払われているが、支出負担行 員に周知徹底した。

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。

(7) 旅行命令すべきところを外出承 (7) 和歌山県職員服務規程（昭和6

認で行った出張があったので、適 3年和歌山県訓令第6号）第9条第

正に処理されたい。 2項及び職員等の旅費に関する規

則（昭和41年和歌山県規則第122

号）第13条第7項に基づき、適正

に事務処理を行うよう職員に周知

徹底した。

(8) 新宮港港湾施設の保安警備業務 (8) 平成25年度分から適正な支出科

について、新宮市長と協定を結び 目（負担金）で支出処理を行う。

業務に要する経費の費用分担で光

熱水費を支出しているが、支出科

目は負担金とすべきであるので、

適正に処理されたい。

検討事項 検討事項

廃道敷地については、平成24年度末 廃道敷地の適正な管理を行うととも

で5件が未処理となっているので、引 に、処理方針に基づき処理を進める。

き続き廃道敷地の現況に応じた適正な

管理に努めるとともに、処理方針を決

定している箇所について、処理を進め

られたい。

6 和歌山県立新宮高等学校

監査実施年月日 平成25年12月25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25年3月末の証紙受払月計表を 平成25年3月27日付けで残枚数を返

出力せず現物枚数との確認を行った上 納していたため、末日での月計表の出

での決裁を受けていなかったので、平 力が漏れていた。改めて平成25年3月

成24年3月12日付け会第389号会計課長 末の月計表を出力し、決裁を行った。

通知に基づき、適正に処理されたい。 今後このようなことのないよう平成

24年3月12日付け会第389号会計課長通

知を周知徹底し、適正に事務処理を行

っていく。


