
和歌山県監査公表第19号

平成27年2月18日付け監査報告第23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9月1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 紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会実行委員会

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

物品管理について、デジタルカメ 該当物品については、廃棄処分の手

ラ2台の現物確認ができなかったの 続に遺漏があったため、改めて物品不

で、適正に処理されたい。 用調書及び不用品処分調書により廃棄

処分決定を行い､再発防止のため、物

品管理事務について関係職員に指導し

た。

２ 公益財団法人和歌山県人権啓発センター

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件500万円以上の受託契約につい 決裁に関する事務処理に関して、規

て、公益財団法人和歌山県人権啓発セ 程の徹底を図るべく、事務処理規程文

ンター事務処理規程第8条によれば、 書を全職員が再確認した。

理事長決裁とすべきところ局長決裁と また、組織内のチェック体制を一層

なっていたので、適正に処理された 強化した。

い。

３ 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会

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

（１）生活福祉資金等貸付金の未償 （１）新たな滞納者を出さないことが

還金については、平成25年度末 重要であるとの観点から、貸付申

で約2億2,205万円となり、前年 請時に、借受人はもとより､連帯

度に比し約1,754万円減少してい 借受人や連帯保証人にも、貸付け

る。 の趣旨説明を徹底して行ってい

今後も、引き続き貸付時の適 る。

切な審査に努めるとともに、未 また、過年度分の未収金への対

収金の早期整理に努められたい。 応については、これまで以上の督

促の強化と、償還方法変更等の相

談を充実させており、場合によっ

ては、法的措置等厳正な対処を行

う。

（２）臨時特例つなぎ資金貸付金の （２）新たな滞納者を出さないことが

未償還金については、平成25年 重要であるとの観点から、貸付申

度末で約371万円となり、前年度 請時に、借受人はもとより､連帯

に比し約40万円増加している。 借受人や連帯保証人にも、貸付け

今後も、引き続き貸付時の適 の趣旨説明を徹底して行ってい

切な審査に努めるとともに、未 る。

収金の早期整理に努められたい。 また、過年度分の未収金への対

応については、これまで以上の督

促の強化と、償還方法変更等の相

談を充実させており、場合によっ

ては、法的措置等厳正な対処を行

う。

４ 公立大学法人和歌山県立医科大学

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

診療費（附属病院本院患者負担分） 診療費（附属病院本院患者負担分）

の未収金については、平成25年度末で 未収金については、正職員に加え、未

約2億261万円となっており、前年度末 収金対策専任職員を配置し、随時、電

に比し約231万円減少している。 話や文書、訪問による督促を行うとと



今後も、未納者の現状を把握し、文 もに、一括支払が困難な患者に対して

書や電話による催告及び訪問徴収を実 は分割支払の相談に応じるなど、債権

施するとともに連帯保証人への請求な の確実な回収に努めている。

ど、未収金の縮減に努められたい。 その結果、平成25年度末未収金（本

院分）約2億261万円のうち、平成27年3

月末現在で6,304万円を回収した。

さらに、未収金の発生を防止するた

め、地域連携室や病棟との連絡を密に

し、患者の経済状況を把握した上で、

支払困難な患者には高額現物給付制度

や公費による救済制度を紹介する等の

取組を積極的に行っている。

また、平成26年1月に弁護士事務所と

契約を結び、患者及び相続人並びに連

帯保証人に対する未収金の回収及び居

所・相続人調査の業務を委託した。

弁護士事務所への業務委託によって

も回収が困難で、かつ時効を迎えた債

権については、必要な資料を整備した

上で貸倒損失の整理を進めている。

５ 公益財団法人わかやま産業振興財団

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

指摘事項 指摘事項

平成25年度経営支援補助金事業にお 不正に受給された補助金については、

いて、虚偽の完了実績報告書による補 3回に分けて不正受給者より返還され、

助金の交付が行われていることが判明 平成27年3月2日に完済となり､ 同日、

した。 和歌山県への補助金の返還も完済となっ

この度、補助金交付決定の取消し及 た。

び返還命令を行っているが、今後、完 本件を受け、他に不正な案件がなかっ

了実績報告書どおりに履行されている たか確認作業を実施したところ、不正を

か確認を行うとともに会計帳簿や関係 うかがわせる案件は見当たらなかった

書類を調査するなど、かかることのな が、記載漏れ等のある申請書類が見受け



いよう厳正な事務の執行に努められた られた。

い。 本件及び確認作業の結果に基づき、現

在、再発防止に向けて、補助金等の適

正執行を管理する職員の採用、職員の

意識改革などの体制強化を始めとする

必要な作業を進めている。

注意事項 注意事項

設備貸与事業等に係る未収金に 未収金の回収については、債務者は

ついては、平成25年度末で約1億 もとより連帯保証人やその相続人に対

8,168万円あり、前年度末に比し しても、より積極的かつ粘り強い交渉

約60万円減少したが、依然として を行っていく。

多額である。 時効の管理に留意し、案件によっては

今後も、引き続き未収金の回収 顧問弁護士と対応を相談の上、今後とも

に努められたい。 債権管理・回収に努めていく。

６ 和歌川リバーパークマネージメント

（和歌山県和歌川河川公園（以下「和歌川河川公園」という。）指定管理者）

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）和歌川河川公園児童野球場利 （１）減免期間外の利用日の利用料金

用料金収入において、減免期間 の減免及び料金変更後の利用日に

外の利用日の利用料金を減免し 変更前の利用料金を適用していた

ていた。また、料金変更後の利 ことについては、窓口事務を行う

用日に変更前の利用料金を適用 職員に対し、和歌山県和歌川河川

していたので、併せて適正に処 公園設置及び管理条例（平成9年和

理されたい。 歌山県条例第34号）並びに和歌山

県和歌川河川公園の管理に関する

基本協定書の遵守を周知徹底し

た。

（２）所管課に対する注意事項 （２）所管課に対する注意事項

ア 和歌川河川公園駐車場にお ア 指定管理者を通じ、物置2台を

いて、行政財産の使用許可な 使用許可なく設置した者に対し

く設置されている物置2台が て撤去の指導を行っている。

あったので、適正に処理され



たい。

イ 和歌川河川公園指定管理者 イ 次のとおり措置を講じた。

に無償貸与している備品の管

理において、次の不適切な事

例があったので、適正に処理

されたい。

（ア）物品管理簿の備付けに不 （ア）物品管理簿の備付けについ

備があった。 て、物品管理システムに登録

し、同システムにより管理を

行っている。

（イ）物品の貸付けに関する物 （イ）物品の貸付けについて、物

品貸付調書による決定等の 品貸付調書による決定等の決

決裁手続をしていなかった。 裁手続を行った。

（ウ）物品の廃棄に関する物品 （ウ）物品の廃棄に関する物品不

不用調書及び不用品処分調 用調書及び不用品処分調書に

書による決定等の決裁手続 よる決定等の手続きについ

をしていなかった。 て、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）の遵守を職員に周知

徹底した。

（エ）物品現在高報告書の作製 （エ）平成26年度末における物品

等の手続をしていなかった。 現在高報告書を作製し、会計

局総務事務集中課に送付し

た。

７ 紀の国はまゆう

（紀三井寺公園及び和歌山県営相撲競技場指定管理者）

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）総勘定元帳の残高が普通預金 （１）総勘定元帳の記入誤りを防ぐた

通帳の残高と相違していたので、 め、税理士による確認行程を加

今後このようなことがないよう え、適正に処理するようにした。

適正に処理されたい。

（２）賃金に係る所得税において、 （２）総勘定元帳の記入漏れを防ぐた



総勘定元帳に記載されていない め、税理士による確認行程を加

事例があったので、適正に処理 え、適正に処理するようにした。

されたい。

（３）予算の執行において、予算額 （３）予算の流用や補正の必要が生じ

が不足しているにもかかわらず、 た場合は、会計規則に従い、理事

流用の決裁を得ていなかったの 会を招集して適正に決裁を得るこ

で、適正に処理されたい。 ととした。

８ 和歌山県住宅供給公社

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）宅地造成地内に公社が築造し （１）未移管施設のうち古屋団地の道

た道路等の公共施設（敷地を含 路について、和歌山市と協議を重

む。）のうち、地方公共団体への ねた結果、道路橋定期点検要領

移管が完了していない施設につ （平成26年6月国土交通省道路

いては、引取先地方公共団体の 局）に基づく点検補修と道路の補

基準の問題があるが、引き続き 修等ができれば移管できることに

早期移管に努められたい。 なったので、平成27年度中の移管

に向け、点検補修等の設計作業を

行っているところである。

（２）平成25年度における宅地分譲 （２）分譲宅地の販売促進について

の事業実績は、岸宮サニータウ は、紹介制度の活用や県の広報誌

ンの残っていた5区画のうち3区 を利用するなど積極的に行ってい

画の宅地分譲を行っているが、 る。岸宮サニータウンの残り2区

残り2区画の分譲に努められた 画については、平成27年度中の完

い。 売に向け、引き続き積極的な販売

促進に取り組んでいる。

（３）県営住宅の管理受託に係る家 （３）県営住宅使用料の未収金の縮減

賃等の平成25年度末の収入未済 に取り組んだ結果、平成26年度は

額は、約8,345万円であり、前年 平成27年4月末時点で徴収率は

度に比し約1,683万円減少してい 90.80％となり、前年同期の90.10

る。 %を上回ることができた。今後も

引き続き、県（建築住宅課）及 「家賃滞納整理方針」に基づき、

び徴収事務委託管理人と連携し、 適正な債権管理に努めるととも



未収金の縮減に努められたい。 に、新たな滞納者に対しては早期

の納付指導に取り組む。

９ 特定非営利活動法人和歌山セーリングクラブ

（和歌山県和歌山マリーナ（ディンギーマリーナ）指定管理者）

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）マリーナ内の工作物等の設置 （１）次のとおり措置を講じた。

について、次の不適切な事例が

あったので、適正に処理された

い。

ア コンテナ区画貸し事業のた ア コンテナ設置に係る現況の設置

めコンテナ設置の許可を受け 場所及び台数を確認の上、早急に

ているが、許可と現況の設置 申請書を提出し、許可を受けた。

場所、台数などの相違があっ 許可なく設置していた期間の使用

た。 料については不当利得の返還を行

った。

イ 飲料自動販売機について、 イ 飲料自動販売機設置に係る現況

許可と現況の設置場所、台数 の設置場所及び台数を確認の上、

などの相違があった。 早急に申請書を提出し、許可を受

けた。許可なく設置していた期間

の使用料については不当利得の返

還を行った。

（２）指定管理者及び所管課に対す （２）和歌山県マリーナ条例施行規則

る注意事項 第4条に基づき、平成27年度以

船舶保管施設専用利用の許可 降、許可期間は1年以内とし、今

及び許可期間については、和歌 後は適正に管理を行うこととし

山県マリーナ条例（平成7年和歌 た。また、和歌山県和歌山マリー

山県条例第16号）及び和歌山県 ナ管理業務協定書第32条に基づ

マリーナ条例施行規則（平成7年 き、許可申請書の様式を定め、今

和歌山県規則第12号）に基づき、 後は適正に許可を与えることとし

適正に処理されたい。 た。

１０ 株式会社マリンルームオオタ



（和歌山県和歌山マリーナ（クルーザーマリーナ）指定管理者）

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）管理区域内における自動販売 （１）管理区域内における自動販売機

機の設置及び物販の許可につい の設置及び物販の許可について

て、和歌山県マリーナ条例に基 は、早急に申請書を提出し、許可

づき、適正に処理されたい。 を受けた。許可なく設置及び物販

を行っていた期間の使用料につい

ては、不当利得の返還を行った。

（２）指定管理者及び所管課に対す （２）和歌山県マリーナ条例施行規則

る注意事項 第4条に基づき、平成27年度以降許

船舶保管施設専用利用の許可 可期間は1年以内とし、今後は適正

及び許可期間については、和歌 に管理を行うこととした。また、

山県マリーナ条例及び和歌山県 和歌山県和歌山マリーナ管理業務

マリーナ条例施行規則に基づき、 協定書第32条に基づき、許可申請

適正に処理されたい。 の様式を定め、今後は適正に許可

を与えることとした。

（３）所管課に対する注意事項 （３）和歌山県和歌山マリーナ（クル

マリーナ南側駐車場使用料徴 ーザーマリーナ）管理業務協定書

収業務について、委託契約書が 第1条第2項に基づき、マリーナ南

作成されていないので、適正に 側駐車場使用料徴収委託契約を締

処理されたい。 結した。

１１ 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

（和歌山県体力開発センター指定管理者）

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

支出決議書に支出決定権者の押印漏 当財団が指定管理を受ける他施設の

れがあったので、適正に処理された 支出決議書においても押印漏れがない

い。 か改めて点検を行った。あわせて、各

施設の支出事務担当者及び支出決定権

者に対して、今後、押印漏れがないよ

う再度指導し、適正に処理を行うよう



徹底を図った。

１２ 公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

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

印刷代の支出において、請求額と支 会計責任者（事務局長）及び出納責

出（伺い）調書及び元帳の金額が相違 任者（事務局次長）による、請求及び

していたので、適正に処理されたい。 支払の各段階における確実な事前チェ

ック体制を強化することとした。


