
和歌山県監査公表第16号

平成26年4月3日付け監査報告第1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26年8月12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 井 出 益 弘

和歌山県監査委員 宇治田 栄 蔵

１ 子ども・女性・障害者相談センター

監査実施年月日 平成26年2月6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) 児童福祉施設負担金の未収金

金については、平成24年度末で約 については、近年の不況等による

1,581万円となっており、前年度 失職者の増加等により非常に厳し

末に比し約41万円増加している。 い状況にある。

今後も、子ども未来課及び障害 このため、現年度、過年度にか

福祉課と債権管理の方策について かわらず、納付義務者を

十分協議を進めるとともに、文書 ア 生活困窮や転居先不明等によ

や電話による催告、自宅訪問によ り回収が非常に困難となってい

る納付指導など、徴収に向けた取 るケース

組を行い、未収額の縮減を図られ イ 分納中で完納が見込めるケー

たい。 ス

ウ 分納中であるが、完納に至ら

ないケース

エ 支払う資力があるが納付意志

が希薄なケース

等に仕分け、個別具体的な事情と

も照らし合わせながら文書による

督促、電話による督促、訪問徴収

や強制執行により未収金の徴収に

努め、滞納整理を進めている。

具体的には、平成24年度からの

滞納繰越者78名について、平成26



年3月末現在、完納となった者は3

名、分納中の者は14名、交渉中の

者や所在等の調査中の者は61名と

いう状況であった。

平成24年度末の未収金について

は、前年度末に比べ約41万円増加

しているが、収納済額は、平成23

年度約827万円に対し、平成24年

度約881万円となり、約54万円の

増加となっている。

今年度も引き続き、夜間も含め

て滞納者への電話や訪問を行い、

当センターを挙げて未収金の縮減

を図るべく対処していく。

(2) 調理業務委託契約書第14条に基 (2) 調理業務委託契約書第14条に基

づく受託責任者の設置報告書を受 づく受託責任者の設置報告書と同

領していなかった。また、同契約 契約書第15条第2項に規定する従

書第15条第2項に規定する通知を 業員の通知を受領していなかった

受領していなかったので併せて適 件について、予備監査終了後、委

正に処理されたい。 託先に提出を指導し、提出を受け

た。

(3) 収入調定票兼収納状況一覧表 (3) 収入調定票兼収納状況一覧表

(事後調定)について、決裁手続 （事後調定）の決裁手続がなされ

がなされていない事例があったの ていなかった件について、予備監

で、適正に処理されたい。 査終了後は、担当者が収納状況を

確認して速やかに決裁手続を行

い、適正に処理を行っている。

(4) 外出承認簿で未承認の外出事例 (4) 外出承認を得ず外出していた件

があったので、適正に処理された について、予備監査終了後、職員

い。 に外出承認を得てから外出するよ

う周知を行い、適正に処理を行っ

ている。

(5) 旅行命令すべきところ外出承認 (5) 旅行命令すべきところを外出承

で行っていたので、適正に処理さ 認で行っていた件について、予備

れたい。 監査終了後、旅行命令の決裁を受



けなければならない出張について

周知を行い、適正に処理してい

る。

(6) 随時の資金前渡に係る扶助費に (6) 随時の資金前渡に係る扶助費に

おいて、支出負担行為の決裁の出 おいて、支出負担行為の決裁の出

納機関への合議がされていない事 納機関への合議がされていない事

例があったので、適正に処理され 例について、予備監査終了後は、

たい。 適正に処理している。

検討事項 検討事項

(1) 鉄骨造りの身体障害者福祉工 (1) 社会福祉法人の建物等に対し行

場等の設置について、敷地の一部 政財産の目的外使用許可を与えて

を社会福祉法人に対し行政財産の いた敷地の一部について、平成26

目的外使用許可を与え利用させて 年4月1日付けで行政財産の用途廃

いるが、当該施設は、長期にわた 止を行い、普通財産として貸付け

り使用されるものであり、当該土 を行った。

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) 指摘を受けた件については、平

の進入路については、県施設利用 成25年11月から和歌山市が地籍調

者のみならず、隣接する病院等へ 査を行っている。今後、主管課の

のアクセス道路として、また、付 ほか和歌山市等関係機関と協議の

近住民の生活道路として使用され 上検討を行う。

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 和歌山下津港湾事務所

監査実施年月日 平成26年2月6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、港湾等使用料等の未収金対



用の平成24年度末の収入未済額は 策マニュアルに基づき適切な債

約1,111万円と、前年度末に比し 権管理に努めている。

約1,589万円減少している。

今後も未納者の現状を把握し、

適切な債権管理に努められたい。

(2) 荷さばき地使用料及び野積場使 (2) 和歌山県港湾施設使用料及び入

用料について、収入調定が遅れた 港料の徴収方法等に関する要綱

事例があった。また、荷役機械 を作成するよう、要綱の原案を

（ガントリークレーン）使用料に 添えて港湾空港課長あて依頼

ついて、1か月間の使用分を翌月 し、適切な時期及び手続により

に一括して調定していたので、適 収入調定を行うよう措置を講じ

正に処理されたい。 た。

(3) 小型船舶係留施設の年間使用許 (3) 和歌山県港湾施設使用料及び入

可分の使用料の納期限を適切な手 港料の徴収方法等に関する要綱

続によることなく9月30日として を作成するよう、要綱の原案を

いた。また、岸壁、桟橋及び物揚 添えて港湾空港課長あて依頼

場使用料並びに入港料の納期限を し、必要に応じて適切な手続に

同じく納入通知書を発する日の翌 より収入調定を行うよう措置を

日から起算して3か月後の日とし 講じた。

ていたので、適正に処理された

い。

(4) 郵便切手類使用簿において、複 (4) 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、必ず複数人による現物

がなされていないので、和歌山県 確認を行い、適正に処理してい

物品管理等事務規程（昭和39年和 る。

歌山県訓令第20号）に基づき、適

正に処理されたい。

３ 公営競技事務所

監査実施年月日 平成26年3月13日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

指摘事項 指摘事項

平成24年から平成26年までにかけ 県公営競技主催者協議会職員の出張

て、旅行命令事務を担当する職員が、 旅費の支払について、県職員と同様に



県公営競技主催者協議会職員に係る架 県公営競技主催者協議会職員個人の口

空の出張書類を作成し、旅費を着服し 座へ振り込むこととした。また、出

た。また、県職員及び県公営競技主催 張中止の場合は、出張を中止した

者協議会職員の出張のうち、中止によ 職員が自分で返納通知書にて旅費

り受領済みの旅費を返戻すべき事情が の返納を行うこととした。さらに

生じたにもかかわらず、手続を行わず 通帳と印鑑の管理を厳格化し、今

同旅費を着服した。 後このような事態が発生すること

今回の不祥事に関しては、当事務所 のないような管理に努めている。

において過去にあった横領事件の教訓

が生かされておらず、今後、かかる事

態が生じることのないよう、公金の取

扱い等が適正に行われるよう管理体制

に万全を期されたい。

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24 収入状況等の現状を把握し、必要

年度末における未収額は約2億19 に応じて接触を図るなどの弁済指

万円となっている。 導を行い、消滅時効とならないよ

引き続き未納者の収入状況等を う債権管理を行う。

十分把握の上、債権管理に努めら

れたい。

(2) 敷地内の電柱に通信ケーブルが (2) 通信ケーブルを共架している事

共架されているが、行政財産の目 業者に対して行政財産の目的外使

的外使用許可手続がなされていな 用許可を行い、適正に処理した。

いので、適正に処理されたい。

(3) 公用車での出張に際し、外出承 (3) 今後は記載漏れがないよう職員

認簿及び自動車等使用台帳の記載 に周知徹底した。

漏れがあったので適正に処理され

たい。


