
和歌山県監査公表第15号

平成27年2月18日付け監査報告第22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27年7月7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 立 谷 誠 一

和歌山県監査委員 泉 正 徳

１ 和歌山県税事務所

監査実施年月日 平成27年1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25年度の県税収入率は、滞 (1) 平成26年度税務運営基本方針

納整理に努力した結果97.8％で0.4 及び税務運営重点項目に基づき以

ポイント増加し、平成25年度末の収 下のような取組を行っている。

入未済額は、約9億6,673万円となっ ア 個人県民税の包括的な徴収対

ており、前年度末に比し約1億894万 策の実施

円減少している。 個人県民税の徴収強化のため、

しかしながら、個人県民税の収入 昨年度に引き続き管内市町と県職

未済額が占める割合は、県税全体の 員の派遣協定を締結し、和歌山市

収入未済額の約71％と大きなものと 及び海南市に対しては効率的な進

なっているため、管内市町への職員 行管理や効果的な滞納整理の手法

派遣や地方税法（昭和25年法律第22 についての助言や共通滞納者に対

6号）第48条の規定に基づく県の直 する合同捜索を行うとともに、海

接徴収を継続実施するとともに、事 南市及び紀美野町に対しては地方

務所の滞納整理の強化を図り、収入 税法第48条に基づく県による直接

未済額の縮減に向け一層努力され、 徴収などにより市町の個人住民税

県税収入の確保に努められたい。 に係る徴収活動の支援を行ってい

また、延滞金等諸収入の収入未済 る。

についても、適正な債権管理により さらに、市町との緊密な連携を

収入未済額の縮減に努められたい。 図るため、定期的に会議や研修会

等を開催し、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た

り、税収確保のための調査・研究

を行っている。

イ 事務所の滞納整理の強化

県税収入の確保のため、組織目標を

設定し、現年の高額滞納事案に対する

調査等の早期着手、滞納整理困難事案

に対する捜索や課税物件の確実な差押

え及び公売を積極的に実施している。

また、給与差押を着実に実施できる

よう適宜、勤務先へ電話による催告や

給与照会を行う等、収入未済額の縮減

に向け効率的で効果的な滞納整理を実

施している。

(2) 外出承認簿において、復命方法 (2) 外出承認簿の復命方法の記載漏

が未記載の事例があったので、適正 れについては、命令権者の事後確

に処理されたい。 認を徹底することにより記載漏れ

のないように改善した。

２ 子ども・女性・障害者相談センター

監査実施年月日 平成27年1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) 児童福祉施設入所負担金の未収 (1) 児童福祉施設入所負担金について

金については、平成25年度末で約1, は、生活困窮や虐待等の理由で家庭での

618万円となっており、前年度末に 養育が困難となった児童を施設に入所措

比し約37万円増加している。 置したことにより発生しているものであ

今後も、子ども未来課及び障害福 り、月単位の納入はあるものの、低所得

祉課と債権管理の方策について十分 者や失業者の増加等により、より厳しい

協議を進めるとともに、文書や電話 状況となっている。

による催告及び自宅訪問による納付 このため、現年度、過年度にかかわら

指導など、徴収に向けた取組を行 ず、納付義務者を

い、未収額の縮減を図られたい。 ア 生活困窮や転居先不明等により回収

が非常に困難となっているケース

イ 分納での納付が可能なケース



ウ 納付意識が希薄なケース

等に仕分けを行うとともに、個別具体的

な事情を考慮しながら文書、電話及び家

庭訪問による納付指導を行うとともに、

生活困窮により迅速な納付が困難な場合

は、納付誓約書を徴収するなど時効が成

立しないよう注意しながら、粘り強く分

納指導を行っている。

更に、納付指導に応じない滞納者に対

しては、子ども未来課及び障害福祉課と

協議を行い、法的措置を検討していく。

(2) 旅行命令をすべきところ外出承 (2) 旅行命令をすべきところ外出承認

認でしていたので、適正に処理さ で行っていた件については、予備監査終

れたい。 了後、全職員に対して旅行命令の決裁を

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。

(3) 重複した旅行命令で旅費が二重 (3) 重複した旅行命令で旅費が二重に支

に支出されていたので、適正に処 出されていた件については、予備監査終

理されたい。 了後、該当職員より二重に支払われた金

額を返還させた。

また、全職員に対して、旅行命令が重

複する場合は、旅行命令簿にその旨記載

漏れがないように周知を行い、適正に処

理している。

(4) 用務開始時刻に到着できない (4) 用務開始時刻に到着できない旅行命

旅行命令があった。 令があった件については、予備監査終了

また、早朝出発夜間帰着の条件 後、担当者と命令権者の複数で旅行命令

を満たす旅行命令において、早朝 簿の確認を行っている。

出発夜間帰着欄への記入がなされ また、全職員に対して、早朝出発夜間

ていなかったので、併せて適正に 帰着の要件を満たす場合は、早朝出発夜

処理されたい。 間帰着欄への旅行命令簿に記載漏れがな

いように周知を行い、適正に処理してい

る。

(5) 支出票において、決裁印が押 (5) 支出票において、決裁印が押印され



印されていなかったので、適正に ていなかった件については、予備監査終

処理されたい。 了後、決裁権者が不在の場合は代決を行

うなど、適正に処理している。

(6) 旅行命令簿において、決裁欄及 (6) 旅行命令簿の決裁欄及び復命欄に命

び復命欄に命令権者の決裁印及び 令権者の決裁印及び確認印が押印されて

確認印が押印されていなかったの いなかった件については、予備監査終了

で、適正に処理されたい。 後は命令権者が不在の場合は代決を行う

など、適正に処理している。

(7) 物品調達台帳において、決裁印 (7) 物品調達台帳において、決裁印が押

が押印されていなかったので、適 印されていなかった件については、予備

正に処理されたい。 監査終了後、命令権者が不在の場合は代

決を行うなど、適正に処理している。

検討事項 検討事項

市道から県施設に至る約300mの進入 指摘を受けた件については、平成25年11

路については、県施設利用者のみなら 月から和歌山市が地籍調査を行い、平成27

ず、隣接する病院等へのアクセス道路 年2月に地籍調査結果の確認を行った。

として、また、付近住民の生活道路と 今後、境界が確定すれば、子ども未来課

して使用されている状況であることか が市道への移管に向けて関係機関と協議を

ら、市道への移管に向け関係機関と協 行っていく予定である。

議を進められたい。

３ 公営競技事務所

監査実施年月日 平成27年1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25年 収入状況等現状を把握し、必要に応

度末における未収額は約2億17万円 じて接触を図る等弁済指導を行い、

となっている。 消滅時効とならないよう債権管理を

引き続き未納者の収入状況等を十 行う。

分把握の上、債権管理に努められた

い。

(2) 郵便切手類使用簿において、複 (2) 郵便切手類使用簿については、

数人による四半期ごとの現物確認が 四半期ごとの複数人による現物確認

洩れているものがあった。 を徹底するとともに、収入印紙類使



また、収入印紙類使用簿を作成し 用簿の作成を行った。

ていなかったので、和歌山県物品管

理等事務規程（昭和39年和歌山県訓

令第20号）に基づき、併せて適正に

処理されたい。

(3) 夜間帰着の条件を満たす旅行命 (3) 旅行命令における早朝出発夜間

令において、早朝出発夜間帰着欄へ 帰着欄への記入については、適正な

の記入がなされていなかったので、 事務処理を行うよう職員に徹底し

適正に処理されたい。 た。

(4) 平成25年度KEIRINグランプリ20 (4) 警備員の配置人数に変更があっ

13等場外車券売場開設に伴う和歌山 た場合には、その都度、契約変更を

競輪場駐車場及び周辺地域警備業務 行い適正な事務処理を行うよう職員

請書に定める警備員配置人数を満た に徹底した。

していなかった。

また、平成25年度和歌山競輪場警

備業務契約書に定める警備員の配置

を超過して配置していた。

しかしながら、請書及び契約書の

変更を行うことなく定められた配置

人数で支出を行い支出費用の相殺を

行っていたので、適正に処理された

い。

(5) 平成25年度下期競輪開催に伴う (5) 支払誤りについては、判明後、

医師派遣に係る報償費の支出におい 速やかに訂正の処理を行った。

て、支払誤りがあったので、今後こ 今後は、再発防止に向けて適正な

のようなことのないよう、適正に処 事務処理を行うよう職員に徹底し

理されたい。 た。

(6) 公用車の修繕に際し請書を徴し (6) 出納機関に合議漏れがないよ

随意契約を行っているが、出納機関 う、職員に周知徹 底 し た 。

に合議がなされていなかったので、

適正に処理されたい。

４ 工業技術センター

監査実施年月日 平成27年1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) 随時の資金前渡において、資 (1) 随時の資金前渡事務執行に当た

金前渡職員に交付された現金が債 っては、担当者及び出納員により、

権者へ渡されず保管されていた。 随時通帳の残高確認を行うととも

また、債権者が自費で支払った に、債権者には現金の必要日までに

領収書で資金前渡の精算を行って 必ず申出を行うよう指導、徹底し、

いたので、適正に処理されたい。 適正に事務処理を行っている。

(2) 物品管理について、現物確認 (2) 重要物品台帳に記載されている

できない重要物品があったので、 重要物品の現有調査を実施し、保有

適正に処理されたい。 状況を確認した。

廃棄処分済みであった重要物品に

ついては所要の手続を全て完了し

た。

５ 農業大学校

監査実施年月日 平成27年1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

大学校庁舎内における育友会の事務 大学校庁舎内における育友会の事務

室使用について、行政財産の目的外使 室使用については、育友会からの申請

用許可が行われていないので、適正に に応じ行政財産の目的外使用許可を行

処理されたい。 い、適正に処理した。

検討事項 検討事項

給食については、県費及び私費会計 県費及び私費会計である給食会計が

である給食会計によって運営されてい それぞれ負担する経費区分を明確にし

るが、それぞれが負担する区分が明確 た「和歌山県農業大学校給食管理運営

でないので、使途についての基準の策 規程」を新たに策定し、平成27年4月1

定を検討されたい。 日付けで施行した。

６ 和歌山下津港湾事務所

監査実施年月日 平成27年1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) 港湾施設使用料並びに不法占拠 (1) 港湾施設使用料のうち入港料

による損害賠償金及び強制執行費用 及び岸壁使用料において、和歌山

の平成25年度末の収入未済額は約1, 県港湾施設使用料及び入港料の徴

425万円となっており、前年度末に 収方法等に関する取扱要綱により

比し313万円増加している。 納期限を3か月後、年度末の3月使



今後も未納者の現状を把握し、適 用分に関しては、5月末として定め

切な債権管理に努められたい。 ていることから、納期限後に納入

されるケースが発生している。

このケースの入港料等が前年よ

り増加したため、収入未済額が約3

13万円増加したものである。

この未収金については、全額納

入されているが、今後、年度末の

納期限の取扱いについては、使用

者に対し積極的に周知し、納期限

内に納入されるよう努める。

(2) 損害賠償金及び修繕料の支払を (2) 朝礼での交通安全7則の読み上

伴う公用車による交通事故が発生し げや交通安全に関するポスターを

ていたので、今後は事故防止に留意 目に付く箇所に提示するなど、更

し、車両の適正な管理に努められた なる周知啓発を行い、交通事故防

い。 止に努めている。

(3) 和歌山県和歌山マリーナ内にお (3) 工作物設置許可申請がないま

ける行為の許可及び工作物等の設置 ま設置された自動販売機及びコン

の許可について、和歌山県マリーナ テナについては、早急に申請書の

条例（平成7年和歌山県条例第16 提出を求め許可を行い、許可なく

号）及び和歌山県マリーナ条例施行 設置していた期間の使用料に関し

規則（平成7年和歌山県規則第12 ては不当利得として納付させるこ

号）に基づき、適正に処理された ととした。

い。 今後、再発防止に向けて現場確

認を徹底するよう努めている。

(4) 夜間帰着の条件を満たす旅行命 (4) 夜間帰着の条件を満たす旅行

令で、早朝出発夜間帰着欄への記入 命令については、早朝出発夜間帰

がなされていなかったので、適正に 着欄への記入漏れがないよう職員

処理されたい。 に対し周知徹底を行った。


