
和歌山県監査公表第3号

平成26年10月27日付け監査報告第13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2月20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 那賀振興局地域振興部

監査実施年月日 平成26年10月1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) 損害賠償金及び修繕料の支払を (1) 交通安全、事故防止等につい

伴う公用車による交通事故が昨年 て、岩出警察署と連携し、振興

度に引き続き発生していたので、 局、紀北県税事務所及び管内出

今後は事故防止に留意し、車両の 先機関全職員を対象に「交通安

適正な管理に努められたい。 全教室」を開催している。

また、部内各課においても、

所属職員に対し、交通事故防止

と安全運転の実践を徹底するよ

う指導している。

(2) 公用車修繕において、誤った提 (2) 当該事例は、見積書の日付を

出日の見積書を受領し落札決定し 業者が誤ったものであるが、受

ていたので、適正に処理された 領時等においてチェック漏れが

い。 無いように、所属職員に対し周

知徹底を図った。

また、決裁時においてもより

一層確認を厳格にし、適正に処

理するよう指導した。

２ 那賀振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成26年10月1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

いては、平成25年度末で約401万 ついては、紀の川市及び岩出市

円となっており、前年度末に比し で現在も受給中の者に対して

約8万円増加しているので、文書 は、両市の協力を得て、月々分

による催告に加え、電話による催 割による納付を指導している。

告、自宅訪問による本人面会な また、保護廃止になっている

ど、未収金回収の取組を強化され 者や転出者等に対しては、文書

たい。 通知、電話連絡、訪問等を繰り

返すことにより納付指導を行っ

ている。

その結果、平成26年12月末ま

でに52,000円の納付があった。

(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

の未収金については、前年度末に 金の未収金については、貸付時

比し約59万円減少し、平成25年度 に償還能力等の調査を徹底する

末で約426万円となっている。 とともに、借主、連帯保証人及

今後も、新規未収金の発生防止 び連帯借主同席の上、貸付の趣

のために貸付時における償還指導 旨や連帯債務の必要性を十分説

の徹底を図るとともに、適時に連 明し、理解を得て実行すること

帯保証人や連帯借受人などを交え で新規に発生する未償還金を極

た協議の場を持つなど、未納者の 力防止するよう取り組んでい

現状を把握し、適切な債権管理に る。

努められたい。 また、未納者の現状把握と償

還意識の向上を図るため、電話

連絡や、文書通知に加え、訪問

等を頻繁に重ねながら粘り強い

償還指導を実施し、未収金の縮

減に努めている。

その結果、平成26年12月末ま

でに290,810円の納付があった。

(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

金については、平成25年度末で約 収金については、相続人への連

60万円となっており、前年度末に 絡及び訪問を密に実施し、生活

比し約4万円減少している。 困窮等の事情を十分に考慮の



今後も、文書による催告に加 上、分割納付等の方法によりき

え、電話による催告、自宅訪問に め細やかな納付指導を行ってい

よる本人面会など、未収金回収の る。

取組を強化されたい。 その結果、平成26年12月末ま

でに13,560円の納付があり、未

納者は3名から2名になった。

(4) 知的障害者福祉施設入所負担金 (4) 知的障害者福祉施設入所負担

の未収金については、平成25年度 金の未収金については、本人と

末で約30万円となっており、前年 の連絡及び訪問を密に実施し、

度からほとんど回収が進んでいな 生活困窮等の事情を十分に考慮

い。 した上で、分割納付等の方法に

今後も、文書による催告に加え よりきめ細やかな納付指導を行

電話による催告、自宅訪問による っている。

本人面会など、未収金回収の取組 その結果、平成26年12月末ま

を強化されたい。 でに6,000円の納付があった。

(5) 集中調達物品の調達に係る消耗 (5) 消耗品に係る納品及び納品書

品の納品について、納品書に受付 の受付事務の適正な取り扱いに

印及び担当者の個人印の押印がな ついては、所属職員に対し周知

されていないものがあったので、 徹底を図ったところである。

平成21年1月5日付け出第306号会 また、納入された消耗品、納

計管理者及び財第235号総務部長 入業者から提出された納品書及

通知に従い、適正に処理された び物品調達伺書の内容を突合し

い。 確認した上で受け付け、納品書

に受付印を押印するとともに、

当該職員は押印した受付印の中

に自らの個人印を押印してい

る。

(6) 産休等代替職員費補助金におい (6) 当該案件については、補助申

て、補助対象とならないケースで 請者の事業内容の認識が不足し

誤って補助金を交付したため、返 ていたこと、また当方の申請書

還金が生じていたので、今後この 類の審査が十分でなかったこと

ようなことがないよう適正に処理 から過支給が発生したものであ

されたい。 る。

当該補助申請者に対し事業内



容について改めて説明するとと

もに、過支給分の返還について

指導したところ、平成25年度内

に当該返還金は納付されてい

る。また、補助金交付事務に携

わる所属職員には、各補助申請

者に補助事業内容を十分に説明

するとともに、提出された関係

書類についても慎重に審査する

よう周知徹底した。

(7) 正規の勤務時間外に公用車を運 (7) 正規の勤務時間外に公用車を運

転した職員の超過勤務について 転する際の旅行命令簿、外出承

は、平成23年3月25日付け人第495 認簿、自動車使用台帳及び超過

号人事課長通知に従い、適正に処 勤務命令簿の適正な取り扱いに

理されたい。 ついて、所属職員に対し周知徹

底を図った。

また、公用車運転に係る超過

勤務が発生する場合には、本来

業務と区別し、公用車運転業務

について超過勤務を命令してい

る。

３ 那賀振興局建設部

監査実施年月日 平成26年10月1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) 旅行命令をすべきところ外出 (1) 出張が旅行命令か外出承認か

承認でしていたので、適正に処理 の区分を部内に周知徹底してお

されたい。 り、今後適正に処理する。

なお、平成25年度分は今年度

において、過年度支出として処

理済みである。

(2) 道路愛護会及び河川愛護会の (2) 道路愛護会の支出負担行為の

愛護活動に対する報償費の支出に 整理時期については、平成26年1

おいて、支出負担行為として整理 1月に各団体に実績報告書の提出



する時期を誤っていたので、適正 を依頼、同年12月に実績額を集

に処理されたい。 計し、平成27年1月に支出負担行

為を作成、同年2月に各団体に支

払を行うこととした。また、河

川愛護会の支出負担行為の整理

時期については、平成27年1月に

各団体に実績報告書の提出を依

頼し、同年2月実績を県河川課に

報告、河川課において県下実績

集計後、配当通知により支出負

担行為を作成し、その後各団体

に支払を行うこととした。

(3) 不用決定後譲渡した物品につ (3) 今後、譲渡した物品について

いて、不用品処分調書により処理 は、物品譲渡調書により適正に

していたので、今後適正に処理さ 処理する。

れたい。

４ 紀北県税事務所

監査実施年月日 平成26年10月1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) 県税収入については、年間計画

整理に努力されているところであ 表の策定及び徴収目標の設定によ

り、収入率は96.1％と前年度に比 り計画的かつ組織的に取り組んで

し0.6ポイント増加しており、平 いる。

成25年度末の収入未済額も約3億 滞納整理に関しては、預貯金、

2,749万円と、約5,468万円減少し 生命保険等の債権、電話加入権、

ている。 自動車等の財産に対し差押えを執

しかしながら、個人県民税の収 行するほか、タイヤロック、捜索

入未済額は、県税全体の収入未済 などの手法を活用した滞納処分を

額の約87％を占めていることか 強化している。

ら、管内市町への職員派遣や地方 さらに、差押財産の公売や滞納

税法（昭和25年法律第226号）第4 処分の執行停止などにも取り組ん

8条の規定に基づく県の直接徴収 でいる。

を継続実施するとともに、事務所 個人県民税については、県税収



の滞納整理の方針に従いその強化 入未済額の約87％を占めており、

を図り、収入未済額の縮減に向け 最重要課題と認識している。

一層努力され、県税収入の確保に そのため、個人県民税に関する

努められたい。 徴収対策として、管内の税務担当

また、延滞金の収入未済につい 課長会議や管内各市町の担当職員

ても、適正な債権管理により、収 を対象とした研修会を開催するな

入未済額の縮減に努められたい。 ど、管内市町との連携強化や職員

の資質向上に取り組む一方、県税

事務所職員の管内各市町への併任

派遣、地方税法第48条の規定に基

づく県による直接徴収、県催告文

書による納税勧奨及び各市町職員

と事業所に同行訪問することによ

る特別徴収推進などに取り組んで

いる。

また、延滞金の収入未済につい

ても、滞納整理を進め、収入未済

額の縮減に向け、より一層努力

し、収入確保に努めていく。

(2) 損害賠償金の支払を伴う公用車 (2) 公用車による事故防止について

による事故が発生していたので、 は、安全運転に対する意識づけが

今後は事故防止に留意し、車両の 図れるよう、定期的な注意喚起を

適正な管理に努められたい。 継続して行っている。

５ 和歌山県農業試験場

監査実施年月日 平成26年10月1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

早朝出発夜間帰着の条件を満たす旅 職員等の旅費に関する規則（昭和41

行命令において、早朝出発夜間帰着欄 年和歌山県規則第122号）に従い、適

への記入がなされていなかったので、 正に処理をするよう職員に周知徹底を

適正に処理されたい。 図った。

６ 果樹試験場かき・もも研究所

監査実施年月日 平成26年10月1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



早朝出発夜間帰着の条件を満たす旅 職員等の旅費に関する規則に従い、

行命令において、早朝出発夜間帰着欄 適正に処理をするよう職員に周知徹底

への記入がなされていなかったので、 を図った。

適正に処理されたい。

７ 和歌山県立那賀高等学校

監査実施年月日 平成26年10月1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) 物品管理について、レコーダー (1) 指摘のあった物品について

1台の現物確認ができなかったの は、耐用年数を超え修理不能で廃

で、適正に処理されたい。 棄されたものであるため、廃棄手

続を行うとともに、所属内の物品

の適正な管理について徹底を図っ

た。

(2) PTA等学校関係団体から支援を (2) 育友会から支援を受けた物品

受けた、教育活動のために使用す については、育友会と協議の上、

る物品について、寄附採納等の手 採納手続を行った。

続をしていなかったので、適正に 今後このようなことのないよう

処理されたい。 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。

(3) 早朝出発夜間帰着の条件を満た (3) 旅費不支給となっていた旅行

す旅行命令において、早朝出発夜 については、追給処理を行い、旅

間帰着欄への記入がなされていな 行命令簿の記入方法等について、

かったので、適正に処理された 再度職員に周知するとともに、今

い。 後このような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。

(4) 旅行命令をすべきところ外出承 (4) 外出承認について、再度職員

認でしていたので、適正に処理さ に周知するとともに、今後このよ

れたい。 うな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。

(5) 公費負担とすべき旅費を、育友 (5) 指摘のあった旅費については

会より別途支給としていた旅行命 育友会に返納するとともに、公費



令があったので、適正に処理され での旅費の支出を行った。また、

たい。 旅行命令について、今後このよう

な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。


