
和歌山県監査公表第22号

平成28年3月9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28年8月5日

和歌山県監査委員 江 川 和 明

和歌山県監査委員 足 立 聖 子

和歌山県監査委員 濱 口 太 史

和歌山県監査委員 鈴 木 太 雄

１ 社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟

監査実施年月日 平成28年2月10日及び3月2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26年度身体障害者福祉施 （１）社会福祉法人の新会計基準が平

設等運営事業補助金（聴覚障害者 成23年7月に制定されたことに伴

情報提供施設運営事業費補助金） い、和歌山県身体障害者連盟にお

の実績報告について、事業費の一 いては平成26年度に新会計基準に

部に補助対象外経費（法人全体の 移行した。その際、会計区分を細

業務に係る旅費）が計上されてい 分化したことにより、誤って補助

たので、適正に処理されたい。 対象外経費を計上したものであ

る。当該補助対象外経費に係る補

助金については平成28年4月に返

還した。

また、平成28年3月27日より税理

士の資格を持った監事を1名増員し

監事の総数を3名とし、内部監査体

制を強化するとともに会計事務の

さらなる適正化を図るため、複数

人でチェックする体制を整えた。

（２）所管課に対する注意事項 （２）当該補助対象外経費に係る補助

平成26年度身体障害者福祉施設 金の返還及び会計事務の適正な処

等運営事業補助金（聴覚障害者情 理の履行について、指導した。

報提供施設運営事業費補助金）に

ついて、事業費の一部に補助対象

外経費（法人全体の業務に係る旅



費）が計上された実績報告による

補助金の交付が行われていたの

で、適正に処理されたい。

２ 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28年2月10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

設備貸与事業等に係る未収金につ 未収金の回収については、債務者は

いては、平成26年度末で約2億179万円 もとより連帯保証人やその相続人に対

となっており、前年度末に比し約57万 しても、より積極的かつ粘り強い交渉

円減少したが、依然として多額であ を行っていく。

る。 時効の管理を適切に行い、案件によ

引き続き未収金の回収に向け努力さ っては顧問弁護士に対応を相談の上、

れたい。 今後とも債権の回収及び管理に努め

る。

３ 和歌山県住宅供給公社

監査実施年月日 平成28年2月10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た （１）未移管施設のうち古屋団地の道

道路等の公共施設（敷地を含 路及び下水道施設については、和

む。）のうち、地方公共団体への 歌山市が移管の条件とした道路橋

移管が完了していない施設につい 定期点検要領（平成26年6月国土

ては、引取先地方公共団体の基準 交通省道路局）に基づく点検補修

の問題があるが、引き続き早期移 と道路の補修等を完了の上、平成

管に努められたい。 28年3月に移管申請を行い、同年6

月の和歌山市議会で承認された。

現在、移管に向けての最終手続

を行っているところである。

（２）平成26年度における宅地分譲の （２）平成27年度当初、保有地は岸宮

事業実績はなく、今後とも岸宮サ サニータウンの2区画が残ってい

ニータウンの残っている区画の分 たが、1区画については、平成27

譲に努められたい。 年9月に分譲した。残りの1区画に

ついては、県の広報誌を利用する

など、早期の分譲に向けて取り組



んでいる。

（３）県営住宅の管理受託に係る家賃 （３）県営住宅使用料の未収金につい

等の平成26年度末の収入未済額は ては、県建築住宅課、公社及び委

約8,420万円となっており、前年 託管理人の三者がそれぞれ役割を

度末に比し約75万円増加している 分担し、連携を密にしながら収納

が、調定額に対する収入率は91.4 に努めている。また、毎年度策定

％で、前年度末に比し1.4ポイン している「家賃滞納整理方針」に

ト改善されている。 基づき、適正な債権管理に努める

引き続き、県（建築住宅課）及 とともに、新たな滞納者が発生し

び徴収事務委託管理人と連携し未 ないよう早期の納付指導にも取り

収金の縮減に努められたい。 組んでいる。

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28年2月10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）診療費（患者負担分）の未収金 （１）診療費（患者負担分）の未収金

については、平成26年度末で附属 については、専任職員を配置し、

病院本院で約1億3,509万円、紀北 随時、電話や文書、訪問による督

分院で約453万円となっており、 促を行うとともに、一括支払が困

前年度末に比し附属病院本院で約 難な患者に対しては分割支払の相

6,752万円、紀北分院で約533万円 談に応じるなど、債権の確実な回

それぞれ減少している。 収に努めている。

今後も、未納者の現状を把握 その結果、平成26年度末、附属

し、文書や電話による催告及び訪 病院本院及び紀北分院を併せた未

問徴収を実施するとともに、連帯 収金約1億3,962万円のうち、平成

保証人への請求など、未収金の縮 28年3月末現在で7,373万円を回収

減に努められたい。 した。

さらに、未収金の発生を防止す

るため、患者支援センターや病棟

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、適正な債権管理に努

めている。

（２）旅費計算において計算を誤り過 （２）旅行命令簿の記載事項と支給要

支給している事例があったので、 件を満たしているかどうかの確認

適正に処理されたい。 を徹底している。

なお、旅費の過支給分について

は、戻入処理済みである。

（３）随意契約の見積書において、見 （３）契約締結に当たり徴取した見積

積者の氏名が記載されておらず、 書の記載内容の確認を徹底してい

代表者印の押印もなされていない る。

事例があったので、適正に処理さ

れたい。

５ 一般社団法人和歌山県私学振興基金協会

監査実施年月日 平成28年2月10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

貸付事業における償還金の未収金に 貸付事業における償還金の未収分につ

ついては、平成26年度末で約608万円 いて、平成26年度末で約608万円となっ

となっており、今後も、未納者の現状 ていたが、約401万円は既に回収済みで

を把握し、適切な債権管理に努められ あり、残額は約207万円となっている。

たい。 現在は貸付事業を実施していないが、

未収分については4月当初に文書での督

促を行い、返済計画書を提出させた上

で、厳正に回収できるよう努める。

６ 一般社団法人和歌山県歯科医師会

（和歌山県障害児（者）・高齢者歯科口腔保健センター指定管理者）

監査実施年月日 平成28年2月10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）県が無償で貸与する備品の管 （１）医療機器等の保守点検を定期的

理について、常に良好な状態に保 に行い、機器の損耗状況を的確に

ち、医療の安全の観点から医療機 把握するとともに、診療に支障を



器等の保守点検を適正に行うべき 来すおそれのある故障等を発見し

ところ、全身麻酔器の保守サービ た場合には、速やかに県に報告

スが平成25年1月に終了していた し、協定書に定める歯科診療業務

ことを平成26年9月まで認識して に支障を来すことのないよう努め

いなかった。また、全身麻酔器が る。

使用不可となった平成26年9月時

点で速やかに県に報告すべきであ

ったところ、平成27年3月まで県

が報告を受けた形跡はなかった。

当該機器の不備により協定書に定

める歯科診療業務の一部が実施で

きない状態となっているので、今

後このようなことのないよう、

適正に処理されたい。

（２）所管課に対する注意事項 （２）医療機器等の耐用年数及び機器

県が無償で貸与する備品につい の損耗状況について、指定管理者

て、貸与中の全身麻酔器の保守サ と情報共有を行うとともに、医療

ービスが平成25年1月に終了して 機器等の保守点検時に診療に支障

いたことを指定管理者から報告を を来すおそれのある故障等を発見

受けるまで認識していなかった。 した場合には、速やかに県に報告

当該機器の不備により協定書に定 するよう、指定管理者に対して指

める歯科診療業務の一部が実施で 導した。

きない状態となっているので、今

後このようなことのないよう、適

正に処理されたい。

７ 特定非営利活動法人根来山げんきの森倶楽部

（和歌山県植物公園緑化センター及び根来山げんきの森指定管理者）

監査実施年月日 平成28年2月10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）草刈りに係る賃金の領収書に （１）領収書の金額について修正する

おいて、金額を訂正し受領者の訂 場合は、必ず受領者から訂正印の

正印のないものがあった。また、 押印を受けるよう徹底する。日付

領収日の記載がなかったので、適 については、複数名によりチェッ

正に処理されたい。 クを行い、記載漏れ等がないよう



（２）所管課に対する注意事項 注意する。

草刈りに係る賃金の領収書にお （２）文書により、領収書の適正な処

いて、金額を訂正し受領者の訂正 理について指導を行った。

印のないものがあった。また、領

収日の記載がなかったので、指定

管理業務が的確に遂行されるよ

う、適正に処理されたい。

８ 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

（河西緩衝緑地、和歌山県立体育館、和歌山県立武道館及び県民交流プラ

ザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッ

グウェーブ指定管理者）

監査実施年月日 平成28年2月10日及び3月2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）和歌山ビッグホエール・武道・ （１）自動ドア設備保守点検及び移動

体育センター和歌山ビッグウェー 吊物機構保守点検について、適正

ブにおける自動ドア設備保守点検 な処理が行われるよう、基本協定

及び移動吊物機構保守点検につい の仕様書に定める点検回数の周知

て、基本協定の仕様書に定める回 徹底及びチェック体制の強化を図

数の点検を行っていなかったの った。

で、適正に処理されたい。

（２）所管課に対する注意事項 （２）施設等の修繕について、今後は

本来県が行うべきトイレ修繕に 仕様書に基づき適正に実施してい

ついて、協議の上指定管理者が行 く。

っていたので、適正に処理された

い。

９ ＴＳＡグループ

（秋葉山公園県民水泳場指定管理者）

監査実施年月日 平成28年2月10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

利用料金収入の現金管理について、 現金管理簿の「売上計」と「当日現

秋葉山公園県民水泳場管理事務所の現 金」に相違がある場合は、必ず管理日

金管理簿の「売上計」と「当日現金」 報にその理由等の詳細を記載するとと

に相違があり、その原因説明の記録が もに、レシート等の記録の保管を徹底



保管されていない事例があったので、 することとした。

今後このようなことのないよう、適正

に処理されたい。


