
和歌山県監査公表第8号

平成29年10月31日付け監査報告第11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3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 那賀振興局地域振興部

監査実施年月日 平成29年10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) 旅費の支払において、二重払し (1) 旅行命令時及び支出時に適正な

ている事例があったので、今後こ 確認を徹底し、決裁権者及び出納

のようなことのないよう、適正に 機関によるチェック体制の強化を

処理されたい。 図った。

(2) 証紙売りさばき代金（現金）の (2) 証紙売りさばき代金の適正な取

取扱いにおいて、次の不適切な事 扱いについて周知徹底した。

例があったので、適正に処理され

たい。

ア 出納員又は収納員でない職員 ア 現金を取り扱う可能性がある

が現金を取り扱っていた。 職員を新たに収納員に任命し、

出納員又は収納員に任命された

職員が適正に処理を行う体制を

整えた。

イ 現金出納簿が、現金を収受し イ 現金出納簿を収納員ごとに作

た収納員ごとに作成されていな 成し、適正に処理するよう、周

かった。 知徹底した。

ウ 収納員から別の収納員に歳入 ウ 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年規則

第28号）にのっとり適正に処理

するよう徹底した。

(3) 建設部に係る軽易な支出以外の (3) 建設部に係る手数料の支出を軽

支出事務を地域振興部で処理して 易な支出と判断し地域振興部で処

いたので、適正に処理されたい。 理したが、今後このようなことの



ないよう、適正な処理について、

周知徹底を図った。

(4) 貴志川高校で実施された使用料 (4) 支出負担行為票の合議時及び支

に係る契約について、契約書でそ 払時において、適切な審査を行う

の内容が確認できなかったので、 よう、出納員及び会計専門員に周

適正な支出審査を行われたい。 知徹底した。

２ 那賀振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成29年10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) 生活保護費返還金の未収金につ (1) 生活保護費返還金の未収金につ

いては、平成28年度末で約368万 いては、紀の川市及び岩出市で現

円となっており、前年度末に比し 在も生活保護を受給中の者に対し

約28万円減少している。 ては、両市の協力を得て、月々分

今後も、文書による催告に加 割による納付を指導している。

え、電話による催告、自宅訪問に また、保護廃止になっている者

よる本人面会など、未収金回収の や転出者等に対しては、文書通

取組を継続されたい。 知、電話連絡及び訪問を繰り返す

ことにより納付指導を行ってい

る。

その結果、平成28年度末の未収

金3,682,086円のうち、平成29年1

1月末までに121,957円の納付があ

った。

(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償

還金の未収金については、平成28 還金の未収金については、貸付時

年度末で約504万円となってお の償還能力等の調査を徹底すると

り、前年度末に比し約52万円増加 ともに、借主、連帯保証人及び連

している。 帯借主同席の上、貸付けの趣旨や

今後も、新規未収金の発生防止 連帯債務の必要性を十分説明し、

のために貸付時における償還指導 理解を得て実行することで新規に

の徹底を図るとともに、適時に連 発生する未償還金を極力防止する

帯保証人や連帯借受人などを交え よう取り組んでいる。

た協議の場を持つなど、未納者の また、未納者の現状把握と償還



現状を把握し、適切な債権管理に 意識の向上を図るため、電話連絡

努められたい。 や、文書通知に加え、訪問等を頻

繁に重ねながら粘り強い償還指導

を実施し、未収金の縮減に努めて

いる。

その結果、平成28年度末の未収

金5,038,214円のうち、平成29年1

1月末までに256,628円の納付があ

った。

(3) 特別障害者手当等返還金の未収 (3) 特別障害者手当等返還金の未収

金については、平成28年度末で約 金については、未納者について、

58万円となっており、前年度末と 相続人との連絡、訪問等を密に実

同額となっている。 施し、生活困窮等の事情を十分に

今後も、文書による催告に加 考慮の上、分割納付等の方法によ

え、電話による催告、自宅訪問に りきめ細やかな納付指導を行って

よる本人面会など、未収金回収の いる。

取組を継続されたい。 引き続き、自宅訪問等によるき

め細やかな納付指導を行う。

(4) 知的障害者福祉施設入所負担金 (4) 知的障害者福祉施設入所負担金

の未収金については、平成28年度 の未収金については、未納者本人

末で約26万円となっており、前年 との連絡及び訪問を密に実施し、

度末に比し約2万円減少してい 生活困窮等の事情を十分に考慮し

る。 た上で、分割納付等の方法により

今後も、文書による催告に加 きめ細やかな納付指導を行ってい

え、電話による催告、自宅訪問に る。

よる本人面会など、未収金回収の その結果、平成28年度末の未収

取組を強化されたい。 金264,600円のうち、平成29年11

月末までに12,000円の納付があっ

た。

(5) 平成26年12月5日付け総集第668 (5) 備品の現在高と現物との照合に

号総務事務集中課長通知による ついては、平成28年度末で完了し

「物品管理簿に記載されている備 た。

品の現在高と現物との照合」を行 今後は、備品の照合において相

った結果、両者に相違があったの 違が生じることのないよう、適正

で、今後このようなことのないよ に処理していく。



う、適正に処理されたい。

３ 那賀振興局農林水産振興部

監査実施年月日 平成29年10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

高病原性鳥インフルエンザ埋却物最 委託費について契約書に基づいた支

終処分監理業務に係る委託費につい 出を周知徹底するとともに、今後この

て、契約書上、業務完了後に支払うこ ようなことのないよう、チェック体制

ととしているにもかかわらず、完了前 の強化を図った。

に出来高に応じて一部を支出していた

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。

４ 那賀振興局建設部

監査実施年月日 平成29年10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) 工事請負代金の前金払請求書の (1) 前金払については、3月末まで

請求日が出納整理期間中であった に必ず請求書の提出を求め、早期

ので、適正に処理されたい。 の支払に努める。

(2) 道路維持補修資材置場に係る土 (2) 賃貸人の了解を得た上で、予算

地の賃貸借について、長期継続契 の減額又は削除があった場合は契

約とせずに20年の賃貸借契約を締 約を解除することができる旨の定

結していたので、適正に処理され めのある長期継続契約となるよ

たい。 う、賃貸借契約の内容を見直し、

適正に処理する。

(3) 市町村道路事業県費補助金の変 (3) 補助金の変更交付申請におい

更交付において、変更交付申請に て、変更する部分だけでなく、補

申請額の根拠となる書類が添付さ 助対象の全体が把握できる資料を

れていないにもかかわらず、変更 併せて提出させるよう、周知徹底

交付決定をしていたので、適正に した。

処理されたい。

(4) 旅行命令簿において、早朝出発 (4) 旅行命令簿には、業務内容や業

の条件を満たさないにもかかわら 務時間等を正確に記載するよう、



ず、早朝出発を命令し旅費を支出 職員に周知徹底した。

していたので、適正に処理された

い。

(5) 地域振興部で処理していた軽易

(5) 軽易な支出以外の支出事務を地 な支出以外の支出事務について

域振興部で処理していたので、適 は、建設部で行うよう、職員に周

正に処理されたい。 知徹底した。

(6) 工事請負契約の3割を超える増 (6) 契約変更に当たっては、契約に

額変更において、契約保証金を増 係る取扱要領等の関係規程を十分

額していなかったので、適正に処 確認した上で、保証額の変更が必

理されたい。 要かどうかを精査した上で適正に

処理するよう、職員に周知徹底し

た。

検討事項 検討事項

平成28年度末で廃川敷地2件が未処 2件の廃川敷地の処分については、

理となっているので、適正な管理に努 今後も引き続き関係機関と協議を行う

めるとともに処分を進められたい。 とともに適正な管理に努める。

５ 紀北県税事務所

監査実施年月日 平成29年10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) 県税の未収金については、滞 (1) 県税の収入未済額の縮減につ

納整理に努力されているところで いては、合同滞納整理強化月間の

あり、収入率は97.2％と前年度末 設定や共同催告の実施など市町と

に比し0.3ポイント上昇してお の連携強化に努めるとともに、市

り、平成28年度末の収入未済額も 町が自ら継続して徴収対策に取り

約2億2,931万円と、約1,816万円 組むことができるよう、引き続

減少している。 き、職員の併任派遣や地方税法第

しかしながら、個人県民税の収 48条の規定に基づく直接徴収を実

入未済額は、県税全体の収入未済 施するなど市町の徴収課題に応じ

額の85％を占めていることから、 た支援を重点的に行う。

管内市町への職員派遣や地方税法 また、延滞金の収入未済につい

（昭和25年法律第226号）第48条 ても、適正な債権管理により、収

の規定に基づく県の直接徴収を継 入未済額の縮減に努めていく。



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、適正な債権管理により、収

入未済額の縮減に努められたい。

(2) 未収金の債権管理において、 (2) 未収金の債権管理において、

適切な時効中断措置が行われてい 適切な時効中断措置を行うなど、

ない事例があったので、今後この 債権管理を徹底する。

ようなことのないよう、適正に処

理されたい。

６ 和歌山県立仙渓学園

監査実施年月日 平成29年10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) 旅費計算書において、計算誤り (1) 速やかに不足金額を支出した。

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。

(2) 男子寮及び女子寮の火災通報装 (2) 今後、不具合確認後は、緊急性

置について、不具合確認後直ちに を考慮の上、必要なものは直ちに

改修されていなかったので、今後 改修を実施していく。

このようなことのないよう、適正

に処理されたい。

７ 和歌山県立高等看護学院

監査実施年月日 平成29年10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

単価契約に係る決裁が、出納機関に 単価契約を行う際には、「単価契約

合議されていなかったので、適正に処 の事前合議について」(平成7年財第3

理されたい。 号、出第7号)に基づき適正に処理する



よう、職員に対し周知徹底をした。

８ 和歌山県立貴志川高等学校

監査実施年月日 平成29年10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

使用料に係る契約において、契約内 今後このようなことのないよう、関

容が確認できない事例があったので、 係資料のチェックを徹底し、契約書類

適正に処理されたい。 の確認を更に慎重に行い、適正な契約

事務を行っていく。


