
和歌山県監査公表第12号

平成30年1月26日付け監査報告第17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30年4月17日

和歌山県監査委員 河 野 ゆ う

和歌山県監査委員 尾 崎 要 二

和歌山県監査委員 岩 田 弘 彦

１ 東牟婁振興局地域振興部

監査実施年月日 平成29年12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) 証紙売りさばき代金（現金）の (1) 次のとおり処理した。

取扱いにおいて、次の不適切な事

例があったので、適正に処理され

たい。

ア 現金出納簿が、現金を収受し ア 証紙売りさばきについて、複

た収納員ごとに作成されていな 数人で窓口対応した場合は、実

かった。 際に現金を収受した収納員につ

いて現金出納簿を作成すること

としていたが、現金出納簿の作

成方法について認識誤りがあ

り、不適正なものとなった。

今後このようなことのないよ

う、現金出納簿を収納員ごとに

作成し、適正に処理するよう、

関係職員に周知徹底した。

イ 収納員から別の収納員に歳入 イ 歳入金の取扱いについて、和

金が引き継がれていた。 歌山県財務規則（昭和63年和歌

山県規則第28号）にのっとり適

正に処理するよう、関係職員に

周知徹底した。

(2) 平成26年12月5日付け総集第668 (2) 物品管理簿に記載されている備

号総務事務集中課長通知による 品の現在高と現物との照合を行

「物品管理簿に記載されている備 い、両者に相違がないよう処理を



品の現在高と現物との照合」を行 行った。

った結果、両者に相違があったの 今後このようなことのないよ

で、今後このようなことのないよ う、正確な物品管理簿の作成及び

う、適正に処理されたい。 備品の適正な管理について、職員

に周知徹底した。

(3) 職員住宅の天井修繕業務に係る (3) 当該契約は、2階の電気温水器

契約において、根拠なく二者以上 の故障に伴う1階の天井まで水漏

から見積書を徴していなかったの れ被害が発生しており、早急に修

で、適正に処理されたい。 繕する必要があったことから、電

気温水器の分解修繕と天井の張替

修繕を併せて1者見積りにより随

意契約を行ったものである。今後

は、修繕内容を精査の上、和歌山

県財務規則に基づき、適正な事務

処理を行うよう、職員に周知徹底

した。

(4) 講習会等の参加負担金の支払に (4) 支出の正当性を証明するに足り

おいて、請求書ではなく受講決定 る書類を確認した上で、和歌山県

通知により支出していたので、適 財務規則第56条の規定に基づき、

正な審査を行われたい。 適正な審査事務を行うよう、関係

職員に周知徹底を行った。

(5) 支出票で、出納員の決裁がなさ (5) 本来、出納員の決裁を要する支

れていないものがあったので、適 出票の起案について、出納員の押

正に処理されたい。 印が漏れていたものであり、今後

このようなことのないよう、職員

に周知徹底した。

２ 東牟婁振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成29年12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) 生活保護費返還金の未収金につ (1) 生活保護費受給時に就労等によ

いては、平成28年度末で約1,040 り得た収入については、不正受給

万円となっており、前年度末に比 防止のため、新規ケースの場合は

し約147万円増加している。 保護開始時に、継続ケースの場合



今後も、文書による督促に加 は毎年度最初の訪問時に「保護の

え、電話による催告、自宅訪問に しおり」を配布し、収入の申告義

よる納付指導など、適切な債権管 務等について周知徹底を図ってい

理に努められたい。 る。

また、被保護者の資産状況を精 また、課税状況調査や年金調査

査し収入の把握に努めるなど、新 を実施し、適正に収入申告がなさ

規未収金の発生防止に努められた れているかを把握し、新規返還金

い。 の発生防止に努めている。

未収金が発生している事案は、

債務者が既に死亡していたり、管

外で生活保護を受給しているなど

償還指導について困難な状況にあ

る場合がほとんどであるが、今後

とも粘り強く償還指導を行ってい

く。また、債務者が既に死亡し、

相続放棄がなされている場合や相

続人がいないケースについては、

不納欠損処理等について本庁と協

議を行っていく。

(2) 母子父子寡婦福祉資金貸付金償 (2) 母子父子寡婦福祉資金貸付金の

還金の未収金については、平成28 償還金については、新規貸付時の

年度末で約349万円となってお 面接調査において本人、連帯借主

り、前年度末に比し約14万円増加 及び連帯保証人に同席を求め、資

している。 金の使途や本人らの償還能力を充

今後も、新規未収金の発生防止 分把握するとともに、本貸付の目

に努めるとともに、未納者の現状 的や意義等について説明を行い、

を把握し償還指導を行うなど、適 償還義務の意識付けを徹底してい

切な債権管理に努められたい。 る。

また、貸付終了時には生活状況

の聞き取りと償還方法等の説明を

しており、償還開始後、償還が滞

れば訪問や電話により、生活状況

を把握しながら償還指導を実施

し、新規滞納者の発生防止に努め

ている。



未収金については、生活が大変

厳しく、経済的に弱い立場の未納

者が多いため、回収は困難な状況

であるが、電話や自宅訪問による

償還指導を実施し、債権管理に努

めている。

(3) 平成26年12月5日付け総集第668 (3) 物品管理簿に記載されている備

号総務事務集中課長通知による 品の現在高と現物との照合を行

「物品管理簿に記載されている備 い、両者に相違がないよう処理を

品の現在高と現物との照合」を行 行った。

った結果、両者に相違があったの 今後このようなことのないよ

で、今後このようなことのないよ う、正確な物品管理簿の作成及

う、適正に処理されたい。 び、備品の適正な管理について、

職員に周知徹底を行った。

３ 東牟婁振興局健康福祉部串本支所

監査実施年月日 平成29年12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) 生活保護費返還金の未収金につ (1) 平成28年度末の返還金未納者の

いては、平成28年度末で約610万 人数は現年度で11名、過年度で26

円となっており、前年度末に比し 名、重複を除いて未納者実数は29

約116万円減少している。 名である。

今後も、新規未収金の発生防止 返還金の発生原因の主なもの

に努めるとともに、未納者の現状 は、年金収入又は就労収入の未申

を把握し償還指導を行うなど、適 告によるものであり、各々未申告

切な債権管理に努められたい。 者は11名となっている。

未納者の約半数が現在も生活保

護を受給中であり経済的に非常に

厳しい状況にあるが、今後も分割

納付等により粘り強く償還指導を

行っていく。

新たな返還金の発生防止対策と

しては、被保護世帯から収入を確

実に申告させるため、これまでと



同様に、新規ケースでは保護開始

時に、継続ケースでは年度当初

に、生活保護の権利と義務につい

て記載した「生活保護のしおり」

を配布・説明し、併せて訪問時の

指導を通じて被保護世帯への周知

徹底を更に図っていく。

また、収入申告書の提出指導及

び課税調査、預貯金調査等を徹底

するなどの対応に努めていく。

なお、償還者の多くは生活状況

が非常に厳しく、生活苦等を理由

に納付が遅れがちなケースが多く

あるが、自宅訪問を継続するとと

もに、償還者の生活実態の把握と

償還意識の高揚に努め、粘り強く

償還指導を行っていく。

しかしながら、やむを得ず時効

が完成したものについては、不納

欠損の手続を実施したところであ

り、今後とも適切な債権管理に努

めていく。

(2) 母子父子寡婦福祉資金貸付金償 (2) 平成28年度末現在で、母子父子

還金の未収金については、平成28 寡婦福祉資金貸付金を償還してい

年度末で約30万円となっており、 る未納者は、19名おり、その内過

前年度末に比し約9万円減少して 年度の母子福祉資金貸付金の滞納

いる。 者は1名である。

今後も、新規未収金の発生防止 過年度1名の滞納者は、生活保

に努めるとともに、未納者の現状 護受給者であることから、生活保

を把握し償還指導を行うなど、適 護ケースワーカーを通じて、生活

切な債権管理に努められたい。 実態の把握に努め、毎月自宅を訪

問する等、償還指導を行うことに

より、毎月一定の金額を償還して

いる。

その他の現年度の未納者は、電



話や自宅訪問により償還指導を行

い、償還率は100.0％となってい

る。

今後も、新規の未償還金の発生

を防止するため、貸付時に償還指

導の徹底を図っていく。

(3) 平成26年12月5日付け総集第668 (3) 物品管理簿に記載されている備

号総務事務集中課長通知による 品の現在高と現物との照合を行

「物品管理簿に記載されている備 い、両者に相違がないよう処理を

品の現在高と現物との照合」を行 行った。

った結果、両者に相違があったの 今後このようなことのないよ

で、今後このようなことのないよ う、適正な管理に努めていく。

う、適正に処理されたい。

(4) 証紙売りさばき代金（現金）の (4) 指摘を受けて、証紙売りさばき

取扱いにおいて、収納員から別の 代金の取扱について収納員に周知

収納員に歳入金が引き継がれてい し、適正に処理を行っている。

たので、適正に処理されたい。 今後このようなことのないよ

う、注意していく。

(5) 講習会等の参加負担金の支払に (5) 指摘のあった事項については、

おいて、請求書ではなく受講決定 和歌山県財務規則第55条の規定に

通知により支出していたので、適 基づき、支出の正当性を証明する

正に処理されたい。 に足りる書類を添付する等、適正

に事務処理を行うようにしたとこ

ろである。

今後とも適切な支出事務に努め

ていく。

４ 東牟婁振興局串本建設部

監査実施年月日 平成29年12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) 農林水産業使用料（土地水面） (1) 未収金の回収については、電話

について、平成28年度末で約20万 又は書面により納付を催促してい

円の新たな収入未済が発生してい る。

る。 今後も未納者の現状を把握する



未納者の現状を把握し、適切な とともに、滞納整理の事務手続を

債権管理に努められたい。 進める等、適切な債権管理に努め

ていく。

(2) 土木使用料（公営住宅）につい (2) 土木使用料（公営住宅）の未収

ては、平成28年度末で約48万円が 金の回収については、各戸訪問、

収入未済となっており、前年度末 電話、文書による督促及び連帯保

に比し約4万円減少している。 証人への督促により、効率的な指

今後も、未納者の現状を把握 導を行っている。

し、適切な債権管理に努められた 今後も、未納者の現状を把握の

い。 上、滞納整理の事務手続を徹底

し、適切な債権管理に努めてい

く。

(3) 証紙売りさばき代金（現金）の (3) 証紙売りさばき代金（現金）に

取扱いについて、現金払込書の払 ついては、現金収納者が銀行払込

込者名が払込日当日不在の者とな 日に払込書を作成し、その者が銀

っている事例があったので、適正 行への払込みを行うよう、関係職

に処理されたい。 員に周知徹底している。

(4) 納期限までに納入されなかった (4) 使用料が納期限までに納入され

使用料について、督促状を発して なかった場合は、和歌山県財務規

いない事例があったので、今後こ 則に定められた納期限後20日以内

のようなことのないよう、適正に に督促状を発する等、適正な債権

処理されたい。 管理に努める。

(5) 使用料及び賃借料（土地使用） (5) 和歌山県財務規則の合議区分を

の支出負担行為の決裁について、 確認し、適正な処理に努める。

出納機関への合議がなされていな

かったので、適正に処理された

い。

５ 東牟婁振興局新宮建設部

監査実施年月日 平成29年12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) 土木使用料（公営住宅）の収入 (1) 土木使用料（公営住宅）の未収

未済額は、平成28年度末で約145 金については、未納者に対して、

万円となっており、前年度末に比 訪問等のほか督促状又は催告状に



し約96万円減少している。 よる通知を適宜行うとともに、委

今後も、未納者の現状を把握 託管理人とも連携しながら家賃徴

し、適切な債権管理に努められた 収を行っている。

い。 今後も、適切な債権管理に努め

る。

(2) 農林水産業使用料（漁港）の収 (2) 漁港施設の占用料について

入未済額は、平成28年度末で約29 は、平成28年度末で1件の滞納が

万円となっており、前年度末から あったが、平成29年11月末現在

回収が進んでいない。 で、滞納額286,300円のうち、21

今後も、未納者の現状を把握 万円が分納により納付されてい

し、適切な債権管理に努められた る。残額についても、平成29年度

い。 中には納付される見込みとなって

いる。

今後も、未納者の現状の把握に

努め、引き続き適切な債権管理に

努める。

(3) 交通事故に伴う損害賠償請求に (3) 未納者に対して、定期訪問によ

係る収入未済額は、平成28年度末 り分納徴収しているところであ

で約25万円となっており、前年度 り、今後も、適切な債権管理に努

末に比し約2万円減少している。 めていく。

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。

(4) 旅費計算書において、計算誤り (4) 旅行命令簿を基に旅費計算書を

により旅費額が不足していた事例 作成する段階で、夜間帰着の調整

があったので、適正に処理された を失念し、旅費額が不足したもの

い。 であり、不足分については、速や

かに支出し、適正に処理を行っ

た。

今後は、施行段階でのチェック

を強化し、適正に処理を行ってい

く。

６ 和歌山県立なぎ看護学校

監査実施年月日 平成29年12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) 職員の旅費について、過渡しや (1) 旅行命令簿及び旅費計算書を再

支給漏れがあったので、適正に処 確認のうえ、過渡し分については

理されたい。 旅費の返還処理を、支給漏れ分に

ついては追給処理を行った。

(2) 胸部結核検診の単価契約の決裁 (2) 単価契約を行う際には、単価契

において、出納機関への合議がな 約の事前合議について（平成7年

されていなかったので、適正に処 財第3号、出第7号）に基づき、適

理されたい。 正に処理をするよう、職員に周知

徹底を行った。

７ 和歌山県立串本古座高等学校

監査実施年月日 平成29年12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

教育委員会と協議せずに、承認基準 今後このようなことのないよう、適

を満たさない、1日当たり6時間を超え 正な事務処理について、所属職員に周

るレンタカー使用の旅行の命令を行っ 知徹底した。

ていたので、適正に処理されたい。

８ 和歌山県立新翔高等学校

監査実施年月日 平成29年12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

計量検査手数料の資金前渡の支出負 今後このようなことのないよう、適

担行為の決裁において、出納機関への 正な事務処理について、所属職員に周

合議がなされていなかったので、適正 知徹底した。

に処理されたい。


