
和歌山県監査公表第13号

平成29年3月1日付け監査報告第20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29年6月13日

和歌山県監査委員 江 川 和 明

和歌山県監査委員 河 野 ゆ う

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 公益社団法人和歌山県体育協会

監査実施年月日 平成29年1月26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）スペシャルアスリートサポー （１）補助金実績報告の審査に当た

ト事業費補助金において、交付決 り、複数人で内容を確認する等、

定前に購入した消耗品を補助の対 審査体制を強化した。

象としていた事例があったので、 また、当該補助金については、

適正に処理されたい。 適正に返還処理を行った。

（２）トップレベル・スポーツクラブ （２）次のとおり措置を講じた。

活性化支援事業費補助金におい

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 補助対象経費でない登録料を ア 補助対象経費である大会参加

対象経費として補助金の交付決 料と、対象外の登録料を混同し

定をしていた。 て補助金の交付決定をしていた

ため、平成28年度からは登録料

を明確に補助対象外とし、対象

経費の審査体制を強化した。

また、当該補助金について

は、適正に返還処理を行った。

イ 補助対象者でない名義の口座 イ 当該補助金は適正に執行され

に補助金を支出していた。 ていたが、同じ経理担当者が管

理する、補助対象者とは別の名

義の口座に補助金を支出してい



たものであり、補助対象者には

事業ごとに個別に口座を作るよ

うに指導し、既に改善されてい

る。

今後このようなことがないよ

う、審査を徹底していく。

２ 公立大学法人和歌山県立医科大学

監査実施年月日 平成29年1月26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（附属病院本院患者負担 （１）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27 分）の未収金については、引き続

年度末で約1億1,438万円となって き専任職員を2名配置し、随時、

おり、前年度末に比し約2,071万 電話や文書督促、必要に応じ訪問

円減少している。 による督促を行うとともに、一括

今後も、未納者の現状を把握 支払が困難な患者に対しては分割

し、文書や電話による催告及び訪 相談に応じる等、債権の確実な回

問徴収を実施するとともに、連帯 収に努めている。

保証人への請求など、未収金の縮 また、職員による回収が困難な

減に努められたい。 未収金については、弁護士事務所

に回収業務を委託し、対応してい

る。

さらに、患者支援センターや病

棟との連携を密にし、患者の経済

状況等を把握し、公費による救済

制度や高額現物給付制度を紹介す

る等未収金の発生防止にも引き続

き取り組んでいく。

（２）学生納付金の未収金について （２）今回注意を受けた大学院生（退

は、平成28年12月時点で約27万円 学者）に係る未収授業料について

となっている。 は、再三にわたる文書及び電話に

今後も、未納者の現状を把握 よる督促の結果、平成28年12月29

し、適切な債権管理に努められた 日に全額納付済みとなった。

い。



（３）旅費事務において、次の不適切 （３）誤った事務処理により生じた未

な事例があったので、適正に処理 支給及び過支給については、追給

されたい。 及び返納を行うとともに、適正な

ア 旅費が発生しない旅行命令 事務処理を徹底するため、旅行命

で、旅費を支給していた。 令簿の記載事項及び支給要件を満

イ 重複する旅行命令で、日当を たしているかどうかについての確

二重に支給していた。 認マニュアルを作成し、学内ホー

ウ 支出事務を怠り、旅費を支給 ムページに掲載するとともに文書

していなかった。 でも職員に周知徹底した。

エ 二重払を行い、戻入を行って

いた。

オ 旅行命令簿において、命令権

者の決裁を受けていなかった。

カ 夜間帰着の条件を満たさない

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

た。

キ 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。

３ 和歌山県住宅供給公社

監査実施年月日 平成29年1月26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）税務処理の認識誤りにより修正 （１）支出伝票の消費税の区分につい

申告、納付を行っていた。 て、非課税売上対応分の課税仕入

また、示談金の支出伝票におい れとして処理とすべきところを誤

て、消費税の取扱いを誤って支出 って課税売上対応分の課税仕入れ

していたので、併せて適正に処理 として処理したものであり、今後

されたい。 、伝票の作成時に十分確認するよ

う、職員に周知徹底した。

また、示談金の消費税の取扱い

の誤りについては、平成29年3月31



日に修正申告を行った。

（２）宅地造成地内に公社が築造した （２）移管条件などの協議が整ってい

道路等の公共施設（敷地を含 る公共施設については、修繕後、

む。）のうち、地方公共団体への 順次和歌山市に移管を行ってい

移管が完了していない施設につい る。

ては、引取先地方公共団体の基準 今後も、粘り強く和歌山市に働

の問題があるが、引き続き早期移 きかけ、早期に公共施設を移管で

管に努められたい。 きるよう取り組んでいく。

（３）平成27年度における岸宮サニー （３）岸宮サニータウンの残り1区画に

タウンでの宅地分譲の実績は、2 ついては、引き続き早期の販売に

件となっている。 向けて取り組んでいく。

今後、残り1区画の販売にも努

められたい。

（４）県営住宅の管理受託に係る家賃 （４）県営住宅使用料の未収金につい

等の平成27年度末の収入未済額 ては、県、公社及び委託管理人の

は、約1億999万円となっている。 三者がそれぞれ役割を分担し、連

引き続き、県(建築住宅課)及び 携しながら収納に努めている。

徴収事務委託管理人と連携し未収 引き続き「県営住宅家賃等滞納

金の縮減に努められたい。 整理方針」に基づいた滞納整理を

行い、今後も未収金の縮減に取り

組んでいく。

４ 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29年1月26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い 未収金の回収については、債務者は

ては、平成27年度末で約1億8,409万円 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1,77 しても、より積極的かつ粘り強い交渉

0万円減少したが、依然として多額で を行っていく。

ある。 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 っては顧問弁護士等と対応を相談し、

されたい。 今後とも債権管理及び回収に努めてい

く。



５ 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））

監査実施年月日 平成29年1月26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）和歌山県マリーナ条例（平成7 （１）実際の設置状況と申請内容が異

年和歌山県条例第16号）に基づく なる事案について、許可申請をや

物品の販売（自動販売機の設置 り直させ、許可の内容を現状と合

等）に係る許可について、許可申 致したものとする等、適正に処理

請の内容と実際の設置状況に相違 した。

があったので、適正に処理された

い。

（２）船舶保管施設の利用料金につい （２）船舶保管施設の利用料金につい

て、和歌山県マリーナ条例に定め て、和歌山県マリーナ条例に定め

る額の範囲を超える利用区分等の る額の範囲を超える利用区分があ

設定があった。 った事例については、同条例に基

また、承認を受けた利用料金区 づき再度利用料金設定の承認申請

分より低額な区分で徴収していた を行い、承認を受けた。

事例があったので、適正に処理さ なお、承認を受けた利用料金区

れたい。 分より低額な区分で徴収していた

との指摘については、監査結果の

報告を受理した後に改めて県と協

議した結果、同条例第20条第5項の

規定に基づき、利用料金を減額し

たものであり、適正な処理であっ

たことが確認できた。

今後は、同条例に基づき、適正

な処理を行っていることが明確に

なるよう、県と書面を取り交わす

など、事務手続の改善を図る。

（３）所管課に対する注意事項 （３）船舶保管施設の利用料金につい

指定管理者が管理を行っている て、和歌山県マリーナ条例に定め

和歌山県和歌山マリーナ（クルー る額の範囲を超える利用区分があ

ザーマリーナ）の船舶保管施設の った事例については、指定管理者

利用料金について、和歌山県マリ から申請のあった利用料金を承認



ーナ条例に定める額の範囲を超え するとともに、適正な料金徴収と

る利用区分等の設定があった。 超過分を利用者に返還するよう指

また、承認を受けた利用料金区 導した。

分より低額な区分で徴収していた なお、承認を受けた利用料金区

事例があったので、同条例に定め 分より低額な区分で徴収していた

る利用料金の承認を適正に行うと との指摘については、監査結果の

ともに、適正な料金徴収を指定管 報告を受理した後に改めて確認し

理者に指導されたい。 た結果、同条例第20条第5項の規定

に基づき、利用料金を減額したも

のであり、適正な処理であった。

今後は、同条例に基づき、適正

な処理が行われていることが明確

になるよう、指定管理者と書面を

取り交わすなどの措置を講じる。


