
和歌山県監査公表第23号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により、平成27年11月

2日、同月13日、同月16日及び同月30日に実施した監査の結果を、同条第9項の規

定により次のとおり公表する。

平成27年12月22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 監査対象機関及び監査実施年月日

監 査 対 象 機 関 監査実施年月日

伊都振興局 平成27年11月2日

和歌山県農業大学校 〃

和歌山県立橋本高等学校・古佐田丘中学校 〃

和歌山県立紀北工業高等学校 〃

和歌山県立伊都高等学校 〃

和歌山県立紀北農芸高等学校 〃

和歌山県立笠田高等学校 〃

和歌山県立紀の川高等学校 〃

和歌山県立きのかわ支援学校 〃

和歌山県橋本警察署 〃

和歌山県かつらぎ警察署 〃

和歌山県東京事務所 平成27年11月13日

有田振興局 平成27年11月16日

紀中県税事務所 〃

和歌山県立箕島高等学校 〃

和歌山県立有田中央高等学校 〃

和歌山県立耐久高等学校 〃

和歌山県立たちばな支援学校 〃

和歌山県有田警察署 〃

和歌山県湯浅警察署 〃

日高振興局 平成27年11月30日

和歌山県立日高高等学校・附属中学校 〃

和歌山県立紀央館高等学校 〃

和歌山県立南部高等学校 〃



和歌山県立みはま支援学校 〃

和歌山県御坊警察署 〃

２ 監査の結果

(1) 指摘事項

なし

(2) 注意事項

ア 伊都振興局地域振興部

（ア）消耗品費の支出において、支出額を誤って過払いをしていた事例があ

ったので、適正な支出審査を行われたい。

（イ）単価契約外の物品購入に係る支出において、遅延を生じさせていたの

で、適正な支出審査を行われたい。

（ウ）資金前渡職員でない旅費受領受任者に、誤って使用料及び賃借料を支

出していたので、適正な支出審査を行われたい。

（エ）報酬について､二重支払を行い戻入した事例があったので、適正に処理

されたい。

（オ）旅費計算書において、計算誤りにより過渡しが生じていた事例があっ

たので、適正に処理されたい。

（カ）ほ場借り上げに係る賃借料の支出票において、履行確認がなされてい

なかったので、適正に処理されたい。

（キ）旅費の過年度支出の支出負担行為が、出納機関に合議されていなかっ

たので、適正に処理されたい。

（ク）収入調定票兼収納状況一覧表（事後調定）について、決裁手続がなさ

れていなかったので、適正に処理されたい。

（ケ）前金払請求書の請求日が出納整理期間中であったので、適正に処理さ

れたい。

（コ）資金前渡口座の預金利息の調定時期が遅延していたので、適正に処理

されたい。

（サ）外出承認簿において、次の不適正な事例があったので、適正に処理さ

れたい。

a 移動方法の記入漏れ及び鉛筆での記入があった。

b 使用する自家用車等の車番・保険内容等の記載漏れがあった。

イ 伊都振興局健康福祉部

（ア）生活保護費返還金未収金については、平成26年度末で約59万円となっ

ており、前年度末に比し約1万円減少している。



今後も、新規未収金の発生防止に努めるとともに、未収金について、

未納者の現状を把握し償還指導を行うなど、適切な債権管理に努められ

たい。

（イ）母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の未収金については、平成26年度

末で約567万円となっており、前年度末に比し約65万円減少している。

今後も、新規未収金の発生防止に努めるとともに、未収金について、

未納者及び連帯保証人等の現状を把握し、適切な債権管理に努められた

い。

（ウ）母子寡婦福祉対策資金貸付金償還金の未収金については、平成26年度

末で約17万円となっており、前年度末に比し約2万円減少している。

今後も、未納者の生活状況を把握し、適切な債権管理に努められたい。

（エ）支払先を誤り正当な債権者以外の者に支払った事例があったので、今

後このようなことがないよう、適正に処理されたい。

（オ）現金出納簿へ登記を行ったにもかかわらず、出納員の確認を受けてい

ないものがあったので、今後このようなことがないよう、適正に処理さ

れたい。

（カ）母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の滞納に係る違約金について、確

定後速やかに調定することなく、翌年度以降に調定していたので、今後

このようなことがないよう、適正に処理されたい。

ウ 伊都振興局建設部

（ア）土木使用料(公営住宅)の収入未済額は、平成26年度末で約39万円とな

っており、前年度末に比し約90万円減少している。

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。

（イ）国道371号紀見隧道維持管理費の大阪府の費用負担については、大阪府

との間で交わした協定書では、毎年度当初にその負担額の2分の1を予納

し、精算完了後精算額を4月30日までに納入することとなっているにもか

かわらず、これに沿った収入調定が行われていなかったので、適正に処

理されたい。

（ウ）現金出納簿について、出納員への送付がなされていないものがあった

ので、適正に処理されたい。

（エ）修繕料の支出を伴う公用車による交通事故が発生していたので、今後

は事故防止に留意し、車両の適正な管理に努められたい。

（オ）集中調達物品以外の物品の調達に係る消耗品の納品について、物品調

達伺書を起案した職員が納品検査を行っていたので、平成21年1月5日付

け出第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。

（カ）不在者財産管理人選任審判申立取下げに伴う予納金の返還について、

資金前渡の精算処理後に申立てを取り下げたにもかかわらず、返還金を

歳入に受け入れず誤払金として戻入処理していたので、今後このような

ことがないよう、適正に処理されたい。

（キ）紀の川左岸地区道路設計（その4）業務の委託料について、繰越明許費

の予算がないにもかかわらず、年度繰越しの変更契約を行っていたので、

適正に処理されたい。

（ク）国道371号（紀見隧道）換気装置保守点検業務委託について、年2回の

点検を計画していたにもかかわらず、契約事務の遅れにより年1回しか実

施できていなかったので、適正に処理されたい。

エ 和歌山県立橋本高等学校・古佐田丘中学校

（ア）消耗品費の支出において、支出額を誤って過渡しをした事例があった

ので、適正に処理されたい。

（イ）消耗品費の納品書に受付印及び担当者の個人印の押印がなされていな

いものがあったので、平成21年1月5日付け出第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。

（ウ）随意契約の支出負担行為票に添付された見積書に見積者氏名が記載さ

れていない事例があったので、適正に処理されたい。

オ 和歌山県立紀北工業高等学校

（ア）フェリー運賃に係る資金前渡において、次の不適切な事例があったの

で、適正に処理されたい。

a 支出負担行為の整理時期の誤りがあった。

b 旅費受領受任者に前渡資金を支出していた。

（イ）産業機械移設業務委託において、検査調書を作成していなかったので、

適正に処理されたい。

（ウ）旅費計算書において、計算誤りにより旅費額が不足していた事例があ

ったので、適正に処理されたい。

（エ）使用料及び賃借料並びに手数料に係る支出負担行為の決裁が、出納機

関に合議されていなかったので、適正に処理されたい。

（オ）電話使用料の支出において、県費支出額を誤ったため過渡しとなって

いるので、適正に処理されたい。

（カ）物品管理において、現物確認できない備品があったので、適正に処理

されたい。

カ 和歌山県立紀北農芸高等学校



（ア）週38時間45分の勤務時間を超えているにもかかわらず、代休に係る25

/100の手当を支給していない事例があったので、適正に処理されたい。

（イ）早朝出発夜間帰着の条件を満たす旅行命令において、早朝出発夜間帰

着欄への記入がなされていなかったので、適正に処理されたい。

（ウ）旅行命令すべきところ外出承認でしていたので、適正に処理されたい。

（エ）修繕請負契約において、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付

すべき条項があるにもかかわらず、それに満たない契約保証金を受け入

れていた事例があったので、適正に処理されたい。

キ 和歌山県立笠田高等学校

旅費について、旅行命令の変更が遅れ過渡しとなり、戻入していた事例

があったので、今後このようなことがないよう、適正に処理されたい。

ク 和歌山県立きのかわ支援学校

（ア）旅費計算書において、計算誤りにより過渡しとなり、戻入していた事

例があったので、今後このようなことがないよう、適正に処理されたい。

（イ）手数料に係る支出負担行為の決裁が、出納機関に合議されていなかっ

たので、適正に処理されたい。

（ウ）スクールバス運行等業務の委託において、仕様書に定める車両の消毒、

定期清掃及びカーテン等のクリーニング（いずれも年3回）の履行を確認

せずに委託費を支払っていたので、適正に処理されたい。

（エ）就学奨励費（新入学児童・生徒学用品購入費）において、購入者が確

認できない領収書により支出していた事例があったので、適正に処理さ

れたい。

ケ 和歌山県東京事務所

（ア）用務開始時刻に用務地に到着できない旅行命令となっていた事例があ

ったので、適正に処理されたい。

（イ）長期継続契約によりカラー複合機の賃貸借を行っているが、入札公告

及び契約書に平成17年4月1日付け財第6号財政課長及び出第4号出納室長

通知に基づく予算の減額・削除による解除条項等の規定が記載されてい

なかったので、適正に処理されたい。

コ 有田振興局地域振興部

（ア）旅行命令簿において、命令権者確認印の押印誤りがあったので、適正

に処理されたい。

（イ）旅費計算書において、計算誤りがあったので、適正に処理されたい。

（ウ）物品管理において、現物確認できない備品（カメラ、デッキ、公印）

があったので、適正に処理されたい。



（エ）一般農道整備事業鳥屋城2期地区農道設計業務の委託料について、繰越

明許費の予算がないにもかかわらず契約を行っていたので、適正に処理

されたい。

（オ）委託料の支出において、平成27年4月の日付で検査を行い平成26年度予

算から支出していたので、今後このようなことがないよう、適正な支出

審査を行われたい。

（カ）負担金について、第54回全国青年農業者会議参加費の支払手続を失念

し、会議当日に参加費を自己負担した職員の「立替払」として支出して

いたので、適正に処理されたい。

（キ）前金払請求書の請求日が出納整理期間中であったので、適正に処理さ

れたい。

（ク）集中調達物品以外の物品（書籍）の調達に係る消耗品の納品について、

納品書を収受していなかったので、平成21年1月5日付け出第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。

（ケ）自賠責保険料に係る資金前渡において、前渡額の不足額を立替払し、

改めて不足額を資金前渡し精算していたので、適正に処理されたい。

（コ）正規の勤務時間外に公用車を運転しているにもかかわらず、超過勤務

命令がなされていなかったので、適正に処理されたい。

（サ）物品調達台帳において、決裁が漏れていたので、適正に処理されたい。

（シ）支払先を誤り、正当な債権者以外の者に支払っていたので、今後この

ようなことがないよう、適正な支出審査を行われたい。

（ス）過年度支出に係る支出負担行為の合議について、出納員欄の押印漏れ

があったので、適正に処理されたい。

（セ）取り消した支出負担行為即支出命令の支出票を保存していなかったの

で、適正に処理されたい。

サ 有田振興局健康福祉部

（ア）生活保護費返還金の未収金については、平成26年度末で約1,351万円と

なっており、前年度末に比し約56万円増加している。

今後も、被保護者の資産状況を精査し収入の把握に努めるなど、新規

の未収金の発生防止に努めるとともに、未収金について未納者の現状を

把握し、適切な債権管理に努められたい。

（イ）母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の未収金については、平成26年度

末で約157万円となっており、前年度末に比し約22万円減少している。

今後も、新規未収金の発生防止のために貸付時における償還指導の徹

底を図るとともに、適時に連帯保証人や連帯借受人などを交えた協議の



場を持つなど、未納者の現状を把握し、適切な債権管理に努められたい。

（ウ）特別障害者手当等返還金の未収金については、平成26年度末で約80万

円となっており、前年度末に比し約2万円減少している。

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。

（エ）代表者印のない補助金交付申請書及び請求書に基づき交付決定及び支

出を行っていたので、適正に処理されたい。

シ 有田振興局建設部

（ア）放置船舶の除却工事に係る行政代執行に係る収入未済額は、平成26年

度末で約222万円となっており、前年度末に比し約111万円減少している。

今後も、未納者の現状を把握して、適切な債権管理に努められたい。

（イ）平成26年度公有地取得あっせん等委託業務について、平成27年4月13日

付けで検査を行い平成26年度予算から委託料を支出していたので、適正

に処理されたい。

（ウ）平成26年度道路維持作業に係る重機賃貸借契約について、届出を行っ

ている申請者の代理人及び使用印鑑以外の者及び印鑑による見積書を有

効として落札業者の決定を行い契約していたので、適正に処理されたい。

（エ）広川ダム警報用スピーカー線共架料の支出について、共架期間満了前

に履行確認を行い一般払により支出がなされていたので、適正に処理さ

れたい。

ス 紀中県税事務所

（ア）県税の未収金については、滞納整理に努力されているところであり、

収入率は97.4％と前年度に比し0.6ポイント増加し、平成26年度末の収入

未済額も約1億4,159万円と、約3,258万円減少している。

しかしながら、個人県民税の収入未済額は、県税全体の収入未済額の

約89％を占めていることから、管内市町への職員派遣や地方税法（昭和

25年法律第226号）第48条の規定に基づく県の直接徴収を継続実施すると

ともに、事務所の滞納整理の方針に従いその強化を図り、収入未済額の

縮減に向け一層努力され、県税収入の確保に努められたい。

また、延滞金の収入未済についても、適切な債権管理により、収入未

済額の縮減に努められたい。

（イ）消滅時効完成から3年以上も不納欠損処分調書による整理をしなかった

ため、消滅時効が完成した自動車税の一部が納付されているので、適正

に処理されたい。

（ウ）誤った金額の請求書を受領し、正しい金額の請求書と併せて支出を行

い戻入した事例があったので、適正に処理されたい。



（エ）複写機賃貸借契約において、消費税率改正に伴う変更契約をせず改正

後の金額で支出していたので、適正に処理されたい。

（オ）物品調達台帳の消耗品において、納品書に受付印及び担当者の個人印

が押印されていなかったので、平成21年1月5日付け出第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。

セ 和歌山県立耐久高等学校

ETCカード使用承認・使用管理簿において、旅行命令権者の使用承認

を受けていない事例があったので、適正に処理されたい。

ソ 和歌山県立たちばな支援学校

（ア）平成26年4月の通勤届に係る認定経路を誤ったため、普通旅費を過渡し

し、戻入していた事例があったので、今後このようなことがないよう、

適正に処理されたい。

（イ）旅費計算書において、計算誤りにより追給、過年度収入をしていた事

例があったので、今後このようなことがないよう、適正に処理されたい。

（ウ）スクールバス運行等業務の委託において、仕様書に定める車両の消毒、

定期清掃及びカーテン等のクリーニング（いずれも年3回）の履行を確認

せずに委託費を支払っていたので、適正に処理されたい。

タ 和歌山県湯浅警察署

（ア）公用車の管理について、保有車両で車検証の有効期限が徒過していた

事例があったので、今後このようなことがないよう、適正に処理された

い。

（イ）支払先を誤り正当な債権者以外の者に支払った事例があった。当該誤

払いについては判明後に支出先から戻入されているが、今後このような

ことがないよう、適正に処理されたい。

チ 日高振興局地域振興部

（ア）旅費計算書において、計算誤りにより過渡しが生じていた事例があっ

たので、適正な支出審査を行われたい。

（イ）単価契約外の物品購入に係る支出において、遅延を生じさせていたの

で、適正な支出審査を行われたい。

（ウ）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は、平

成23年3月25日付け人第495号人事課長通知に従い、適正に処理されたい。

（エ）負担金及び火災保険料において、請求書なしに支出されている事例が

あったので、適正な支出審査を行われたい。

ツ 日高振興局健康福祉部

（ア）生活保護費返還金の未収金については、平成26年度末で約775万円とな



っており、前年度末に比し約106万円増加している。

今後も、新規未収金の発生防止に努めるとともに、未納者の現状を把

握し償還指導を行うなど、適切な債権管理に努められたい。

（イ）母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の未収金については、平成26年度

末で約157万円となっており、前年度末に比し約4万円増加している。

今後も、新規未収金の発生防止に努めるとともに、未納者の現状を把

握し償還指導を行うなど、適切な債権管理に努められたい。

（ウ）旅行命令をすべきところ外出承認でしていたので、適正に処理された

い。

（エ）負担金及び火災保険料において、請求書なしに支出されている事例が

あったので、適正に処理されたい。

（オ）感染症の審査に関する協議会委員の報酬について、委任払をしていた

ので、適正に処理されたい。

テ 日高振興局建設部

（ア）土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成26年度末で約428万円と

なっており、前年度末に比し約54万円減少している。

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。

（イ）外航船舶に係る岸壁、桟橋及び物揚場使用料の額の算定を誤った事例

があった。また、当該事例については、誤った金額の収入調定の決裁を

受けて納入通知書を送付した後に、収入調定の取消しを行うべきところ

を削除処理により誤納となった金額を戻出していたので、併せて適正に

処理されたい。

（ウ）日高町からの受託事業の平成26年度分について、町の負担金は平成26

年度中に収納すべきであるにもかかわらず収納されていなかったので、

適正に処理されたい。

（エ）委託料について、契約額と異なる金額で支出負担行為を行い、その後、

支出負担行為の変更を行っている事例があったので、適正に処理された

い。

（オ）前金払請求書の請求日が出納整理期間中であったので、適正に処理さ

れたい。

（カ）消耗品費の納品書に受付印及び担当者の個人印の押印がなされていな

いものがあったので、平成21年1月5日付け出第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。

（キ）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は、平

成23年3月25日付け人第495号人事課長通知に従い、適正に処理されたい。



（ク）超過勤務・休日勤務命令簿兼振替等整理簿において、午後10時を超え

る超過勤務命令における災害等避けることのできない事由等の記載が漏

れていたので、適正に処理されたい。

(3) 検討事項

日高振興局建設部

廃川敷地の処理について、平成26年度末現在で未処理となっているものが

32箇所あるが、適正な管理に努めるとともに売却や一定の条件をつけて貸し

付けるなどの方策を検討されたい。

(4) 上記以外の機関においては、事務の執行は、おおむね適正であると認めた。

なお、改善を要すると認められた軽微な事項については、その都度注意を

行った。


