
和歌山県監査公表第1号

平成26年8月26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27年1月13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 海草振興局地域振興部

監査実施年月日 平成26年7月28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) 旅行命令の手続で処理すべき旅

認で行っていた事例が散見された 行と、外出承認の手続で処理可

ので、適正に処理されたい。 能な旅行について周知し、旅費

制度に基づき適正な事務処理を

行うよう徹底している。

(2) 旅行命令簿において、夜間帰着 (2) 早朝出発夜間帰着欄が設けられ

にもかかわらず、早朝出発夜間帰 ている趣旨及び記載の必要性に

着欄への記載漏れ及び日当の調整 ついて周知し、旅費制度に基づ

漏れがあったので適正に処理され き適正な事務処理を行うよう徹

たい。 底している。

(3) 漁船登録謄本交付請求書に貼付 (3) 消印を直ちに行うよう周知

された県証紙に消印のなされてい し、和歌山県証紙取扱要領に基

ないものがあったので、適正に処 づき適正な事務処理を行うよう

理されたい。 徹底している。

(4) 外出承認について、外出承認 (4) 関係帳簿との整合性及び適正

簿、超過勤務・休日勤務命令簿兼 な記載について注意喚起すると

振替整理簿、自動車等使用台帳に ともに、公用車運転業務に係る

記載された時間に食い違いが見ら 超過勤務手当制度について周知

れる事例があったので、適正に処 し、適正な記載及び超過勤務手

理されたい。 当制度の適正な運用を行うよう

徹底している。



(5) 超過勤務命令を行っているが、 (5) 旅行命令簿の作成漏れについ

旅行命令簿が作成されていない旅 て注意喚起を行い、複数の職員

行があったので、適正に処理され による旅行命令簿の作成につい

たい。 ては、職員間で十分情報共有を

行い、役割分担を図るなど遺漏

のないよう徹底している。

２ 海草振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成26年7月28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) 全所属職員に周知し、以後、路

認で行っていたので、適正に処理 程100キロメートル以上の公用車

されたい。 による旅行については、旅行命

令簿を作成している。

(2) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金 (2) 新たな滞納者を出さないこと

の未収金については、平成25年度 が重要であるとの観点から、貸

末で約288万円となっており、前 付申請時に、借主はもとより､連

年度に比し約212万円減少してい 帯借主や連帯保証人にも、貸付

る。 けの趣旨の徹底を図っている。

今後とも、収入未済額の減少に また、過年度分の未収金につ

努められたい。 いては、電話及び文書による償

還指導を継続的に行い、それで

も応じない場合は、訪問や面接

を行い、本人の実情等を確認し

ながら、粘り強い償還指導を行

っている。

(3) 損害賠償金の支払を伴う公用車 (3) 交通事故防止の徹底と安全運転

による交通事故が発生していたの の励行については、朝礼時等機

で、今後は事故防止に留意し、車 会あるごとに、職員にその周知

両の適正な管理に努められたい。 と徹底を図っている。

なお、昨年度においては、交

通事故を起こした職員につい

て、交通センターで実地研修を

受講させ、その技能の向上を図



ったところであり、全職員に対

しては、海南警察署から講師を

招き、安全運転の心構え等につ

いての研修を行う等、その徹底

を図っている。

３ 海草振興局建設部

監査実施年月日 平成26年7月28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) 未納者への調査及び督促を

平成25年度末で約35万円となって 行い、未収金の回収と新たな未

おり、前年度末に比し約1万円減 収金発生防止に努めている。

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) 都市公園占用料等の収入調定に (2) 公園管理台帳等のデータ整備

ついて、使用日数の計算方法の誤 を行い、占用料金をより把握及

りによる戻出の事例があったの び管理できるように改善してい

で、適正に処理されたい。 る。

(3) 損害賠償金及び修繕料の支払を (3) 今後も交通ルールを遵守し、

伴う公用車による交通事故が複数 事故のないように安全運転に努

件発生していたので、今後は事故 めている。

防止に留意し、車両の適正な管理

に努められたい。

(4) 道路愛護会及び河川愛護会の愛 (4) 支出負担行為を行い、交付額

護活動に対する報償費の支出にお を決定した上で支出するように

いて、支出負担行為として整理す 改善している。

る時期を誤っていたので、適正に

処理されたい。

(5) 市堀川遊歩道管理委託業務契約 (5) 実績報告書の提出を受け、検

の委託費の支出を行っているが、 査し、適当と認めた時に引渡し

委託業務実績報告書を受領してい を受け、委託費を支出するよ

なかったので、適正に処理された う徹底している。

い。



４ 和歌山県環境衛生研究センター

監査実施年月日 平成26年7月28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

機械警備業務委託において、次の不 本事項については、次の通り処理を

適正な事例があったので、適正に処理 行った。

されたい。

(ｱ) 簡易公開調達落札者の契約辞 (ｱ) 契約辞退に至った経緯について

退に係る経緯を示す書面の作成を は、当方が提示した仕様にも不

していなかったとともに、入札参 備があったと考えられたため、

加資格停止要領による辞退業者に 落札結果自体が無効との誤った

対する措置が講じられていなかっ 判断をしてしまい、結果として

た。 適正な措置を講ずることを怠っ

た形となったものであり、今後

は制度に対する認識を深め、こ

のようなことのないよう十分留

意する。

(ｲ) 落札者の契約辞退に伴う随意 (ｲ) 当該随意契約については、簡

契約において、二者以上からの見 易公開調達に付したが契約には

積りを徴さず、契約額が簡易公開 至らなかったことから、一者見

調達の落札額を上回るとともに、 積りで足りる事例に該当すると

支出負担行為が会計課に合議され の誤った判断をしたものであ

ていなかった。 り、支出負担行為の会計課への

合議を怠ったことも、当方の認

識不足によるものであり、今後

このようなことのないよう十分

に留意する。

なお、平成26年度の業務委託

にあっては、仕様書も見直し、

契約事務も適正に行っている。

５ 和歌山県立和歌山産業技術専門学院

監査実施年月日 平成26年7月28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) 実習用教材車として軽自動車6 (1) 教材車の受入れについて、総務

台（合計評価額6,961,500円）の 事務集中課と労働政策課との協議

寄附を受け入れているが、地方機 により、1台当たりの評価額とし

関事務決裁規程（昭和63年和歌山 て事務処理を行うよう指導があっ

県訓令第7号）第3条の規定によ たところであるが、地方機関事務

り、学院長が専決できる事項に該 決裁規程における長の専決事項の

当しないので、適正に処理された 確認を失念していたことが要因で

い。 あることから、事務処理に際し、

関係諸規程を確認するなど適正な

事務処理に努めていく。

(2) 集中調達物品以外の物品の調達 (2) 職員一人一人の認識不足による

に係る消耗品の納品について、納 もののため、予備監査後、職員に

品書に受付印及び担当者の個人印 対し当該通知を配布するとともに

の押印がなされていないものがあ 説明を行い、物品納入時における

ったので、平成21年1月5日付け出 点検確認を徹底させた。

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。

６ 和歌山県立和歌山商業高等学校

監査実施年月日 平成26年7月28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

フェリー車両航走料に係る随時の資 資金前渡事務の精算戻入遅延につい

金前渡について、精算戻入が遅延して ては、今後このようなことのないよ

いた事例があったので、適正に処理さ う、職員に適正な事務処理を行うよう

れたい。 徹底を図った。

７ 和歌山県立紀北支援学校

監査実施年月日 平成26年7月28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

支出負担行為額を誤って入力したた 誤った額で過払したことについて

め、契約額以上の金額で支出命令を行 は、戻入処理を行うとともに、今後こ

い、過払金額について戻入調定を行っ のようなことのないよう複数人におい

ている事例があったので、適正に処理 てチェックの上、事務処理を行うよう

されたい。 徹底を図った。



８ 和歌山県男女共同参画センター

監査実施年月日 平成26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) 報償費について、二重支払を行 (1) 今後は複数人によるチェック体

い戻入した事例があったので、適 制を強化し、適正な会計処理を

正に処理されたい。 行っていく。

(2) 旅行命令すべきところを外出承 (2) 該当事案については、追給を

認で行っていたので、適正に処理 行うとともに、旅行命令及び外

されたい。 出承認の記載方法等を職員に周

知徹底した。

(3) 週38時間45分の勤務時間を超え (3) 該当事案については、返納処

ていないにもかかわらず、25/100 理を行うとともに、適正に区分

の手当を支給している事例があっ し記載するよう職員に周知徹底

たので、適正に処理されたい。 した。

(4) 取得価格3万円以上の備品 (4) 支出科目及び支出負担行為の

（DVD映画）の支出において、支 整理時期については、今後、適

出負担行為として整理する時期を 正な事務処理を行っていく。

誤るとともに、消耗品費で支出し

ていたので、適正に処理された

い。

９ 和歌山県立紀伊風土記の丘

監査実施年月日 平成26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) 敷地内の「出土遺物整理用プレ (1) 行政財産の目的外使用の変更許

ハブ用地」について、プレハブ増 可手続については、管財課と協議

築に伴い土地の使用面積が増加し の上、速やかに手続を行った。

たにもかかわらず、行政財産の目 今後は、適正に処理を行うよう

的外使用の変更許可手続がなされ 徹底を図った。

ていなかったので、適正に処理さ

れたい。

(2) 旅行命令簿において、勤務公署 (2) 旅行命令簿の記載誤りについて

から出発しているのに誤って直行 は、必要な処理を行い、旅費の返



と記載していたので、適正に処理 納を行った。

されたい。 今後は、チェック体制を厳重に

し、適正に処理を行うよう徹底を

図った。

10 和歌山県立向陽高等学校・中学校

監査実施年月日 平成26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

旅行命令簿において、用務地の地点 旅行命令簿の記載誤りについては、

名称を誤り旅費支給額が不足していた 必要な処理を行い、不足分の旅費につ

ので、適正に処理されたい。 いては、追給を行った。

今後は、適正に処理を行うよう徹底

を図った。

11 和歌山県立桐蔭高等学校・中学校

監査実施年月日 平成26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

和歌山県立学校校舎等維持修繕要綱 修繕業務については、和歌山県立

に定める方法によらない修繕業務があ 学校校舎等維持修繕要綱に基づき、

ったので、適正に処理されたい。 適正に事務処理を行うよう徹底を図

った。

12 和歌山県立星林高等学校

監査実施年月日 平成26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

旅行命令簿において、用務地の記載 旅行命令簿に用務地の記載誤りがあ

誤りがあったので、適正に処理された った事例については、今後このような

い。 ことのないよう所属内のチェック体制

を整え、適正に処理を行うよう徹底を

図った。

13 和歌山県立和歌山工業高等学校

監査実施年月日 平成26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

旅行命令簿において、別途支給の記 旅費別途支給の旅行を行う場合につ



載がなされず、二重に支払されていた いては、旅行命令簿に必ず旅費別途支

ので、今後このようなことがないよう 給の旨を記載し、適正な処理を行う

適正に処理されたい。 よう職員に周知徹底を図った。

なお、当該誤りが判明した後に過支

給分は返納されていた。

14 和歌山県立青陵高等学校

監査実施年月日 平成26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) 郵便切手類使用簿において、複 (1) 郵便切手類使用簿における年度

数人による年度当初の現物確認が 当初の現物確認については、和歌

なされていないので、和歌山県物 山県物品管理等事務規程に基づ

品管理等事務規程（昭和39年和歌 き、複数人によりチェックを行う

山県訓令第20号）に基づき、適正 よう徹底を図った。

に処理されたい。

(2) 旅行命令すべきところを外出承 (2) 平成25年度外出承認簿を検査の

認で行っていた事例が散見された 上、旅行命令すべきものは旅行命

ので、適正に処理されたい。 令及び旅費支出を行った。

また、適正な旅行命令及び外出

承認について全職員に周知徹底を

図った。

(3) 旅行命令簿において、不適正な (3) 平成25年度旅行命令簿を検査の

早朝出発夜間帰着の日当調整が行 上、必要な処理を行い、過払の日

われていたので、適正に処理され 当は返納させた。

たい。 また、適正な旅行命令につい

て、全職員に周知徹底を図った。

(4) 和歌山県立学校校舎等維持修繕 (4) 修繕業務については、和歌山

要綱に定める方法によらない修繕 県立学校校舎等維持修繕要綱に

業務があったので、適正に処理さ 基づき、適正に事務処理を行う

れたい。 よう徹底を図った。


