
和歌山県監査公表第20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30年8月20日か

ら23日まで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30年10月2日

和歌山県監査委員 保 田 栄 一

和歌山県監査委員 河 野 ゆ う

和歌山県監査委員 中 村 裕 一

和歌山県監査委員 中 本 浩 精

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

知事直轄 平成30年8月23日

総務部 平成30年8月21日

企画部 平成30年8月20日

環境生活部 平成30年8月20日

福祉保健部 平成30年8月22日

商工観光労働部 平成30年8月21日

農林水産部 平成30年8月22日

県土整備部 平成30年8月20日

会計局 平成30年8月21日

県議会事務局 平成30年8月22日

人事委員会 平成30年8月20日

労働委員会 平成30年8月21日

選挙管理委員会 平成30年8月21日

監査委員 平成30年8月23日

教育委員会 平成30年8月21日

公安委員会 平成30年8月20日

２ 監査の結果

(１) 指摘事項

総務部

ア 財政課

（ア）地方創生推進交付金（平成29年度分）について、1,600万円の実績報告漏れ

が判明し、この結果、当該交付金収入が同額減少した。

この度、再発防止のための取組が進められているが、今後、このようなこと

のないよう、複数の職員によるチェックや事務処理体制の整備に特に留意の上、

事務の適正な実施を徹底し、厳正な執行に努められたい。

教育委員会

ア 生涯学習課

（ア）職員が公用車を私的に使用するという不正行為が発覚したが、今後このよう

な事態が生じることのないよう、公用車の厳正な管理に万全を期されたい。

（２）注意事項



知事直轄

ア 秘書課

（ア）集中調達外の備品購入に係る支出負担行為について、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。

（イ）常時の資金前渡について、前渡資金出納簿を備えていなかったので、適正に

処理されたい。

イ 政策審議課

（ア）常時の資金前渡について、前渡資金出納簿を備えていなかったので、適正に

処理されたい。

総務部

ア 人事課

（ア）旅行命令簿において、直行の条件を満たしていないにもかかわらず直行の旅

行命令を行い、誤った旅費を支給している事例があったので、適正に処理され

たい。

イ 財政課

（ア）地方創生推進交付金（平成29年度分）の交付申請、実績報告及び交付請求に

ついて、決裁権者を誤っていたので、適正に処理されたい。

ウ 税務課

（ア）県税収入の確保について

県税の収入率は、98.3％と前年度末に比し0.3ポイント上昇し、平成29年度

末の収入未済額も約15億2,635万円と約2億632万円圧縮するなど、県税収入確

保対策本部の取組の成果が出ている。

一方、個人県民税の収入未済額は、県税全体の収入未済額の約61％を占めて

おり、市町村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

に基づく直接徴収を継続実施するとともに、今後も市町村や地方税回収機構と

の連携を深め、市町村の徴収課題に応じた滞納整理事務事業の推進により、収

入の確保に努められたい。

また、延滞金等諸収入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。

エ 管財課

（ア）県庁舎及び構内清掃業務委託について、契約保証金の受入前に契約を締結し

ていたので、適正に処理されたい。

オ 防災企画課

（ア）物品管理簿に記載されていた備品のうち、他課において使用及び管理されて

いた備品があったので、適正に処理されたい。

企画部

ア 国際課

（ア）証紙売りさばき代金の取扱いにおいて、現金払込書の払込者名が払込日当日

不在の者となっている事例があったので、適正に処理されたい。

（イ）常時の資金前渡について、前渡資金出納簿を備えていなかったので、適正に

処理されたい。

イ 移住定住推進課

（ア）平成23年度地域資源活用ビジネス推進によるUIターン人材誘致事業委託契約



不履行に伴う前払金の返還金及び賠償金については、平成29年度末で約80万円

が収入未済であり、前年度末と同額である。

今後も、未納者の現状を把握し返還の指導を行うなど、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。

環境生活部

ア 循環型社会推進課

（ア）産業廃棄物不適正処理及び産業廃棄物不法投棄に係る行政代執行費用の未収

金については、平成29年度末で約11億1,290万円であり、前年度末に比し約27

万円減少している。

今後も、分納が滞らないよう納付指導を行い、適切な債権管理に努められた

い。

（イ）証明手数料に係る証紙消印において、証紙徴収実績簿への記載が行われてい

ない事例があったので、適正に処理されたい。

イ 青少年・男女共同参画課

（ア）自動販売機設置の貸家料について、納期限から20日経過後も督促状を発して

いない事例があったので、適正に処理されたい。

福祉保健部

ア 福祉保健総務課

（ア）生活保護費返還金の未収金については、平成29年度末で約5,056万円であり、

前年度末に比し、約36万円減少している。

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、過年度分の未収金について、未納者の現状を

把握して償還指導を行うなど、引き続き債権管理に努められたい。

（イ）福祉サービスの第三者による評価に係る評価調査者研修の実施手数料の徴収

について、徴収の方法を誤っていたので、適正に処理されたい。

（ウ）ETCｶｰﾄﾞ使用承認・使用管理簿において、決裁権者を誤っている事例があっ

たので、適正に処理されたい。

イ 子ども未来課

（ア）手書きによる領収証書の取扱いにおいて、次の不適切な事例があったので、

適正に処理されたい。

ａ 発行しなかった領収証書の書損手続がなされていない。

ｂ 同一通番で一つの案件を処理すべきところ別の通番と混同して使用してい

る。

（イ）児童福祉施設入所負担金の未収金については、平成29年度末で約2,273万円

であり、前年度末に比し、約235万円増加している。

今後も、新規未収金の発生防止のために入所時における納入指導の徹底を一

層図るとともに、過年度分の未収金について、未納者の現状を把握して適切な

指導を行うなど、引き続き債権管理に努められたい。

（ウ）母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の未収金については、平成29年度末で

約2,964万円であり、前年度末に比し約64万円減少している。

今後も、新規未収金の発生防止のために貸付時における納入指導の徹底を一

層図るとともに、過年度分の未収金について、未納者の現状を把握して適切な

指導を行うなど、引き続き債権管理に努められたい。



（エ）児童扶養手当返還金の未収金については、平成29年度末で約1,369万円であ

り、前年度末に比し、約9万円減少している。

今後も、新規未収金の発生防止のために、町村における窓口業務の指導の強

化を図り、受給者の制度の理解を深めるとともに、過年度分の未収金について、

未納者の現状を把握して償還指導を行うなど、引き続き債権管理に努められた

い。

（オ）物品の譲渡及び廃棄において、物品不用調書、不用品処分調書及び物品譲渡

調書による決裁手続をしていない事例があったので、適正に処理されたい。

（カ）未収金の回収において、現金払込書の払込者名が払込日当日不在の者となっ

ている事例があったので、適正に処理されたい。

（キ）年度末に戻入した常時の資金前渡について、前渡資金受払計算書を作成して

いなかったので、適正に処理されたい。

（ク）ETCカードを使用後、管理者に返却せず、次の使用者に使用させている事例

があったので、適正に処理されたい。

ウ 長寿社会課

（ア）入札執行して調達すべき消耗品について、随意契約にて調達していたので、

適正に処理されたい。

エ 障害福祉課

（ア）児童福祉施設入所負担金の未収金については、平成29年度末で約493万円で

あり、前年度末に比し約30万円増加している。

今後も、新規未収金の発生防止を図るとともに、過年度分の未収金について、

未納者の現状を把握して適切な指導を行うなど、引き続き債権管理に努められ

たい。

（イ）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29年度末で約24万

円であり、前年度末に比し約2万円減少している。

また、同負担金に係る延滞金の未収金については、平成29年度末で22,000円

であり、前年度末に比し3,000円減少している。

今後も、過年度分の未収金について、未納者の現状を把握して適切な指導を

行うなど、引き続き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29年度末で約134万円で

あり、前年度末に比し1万円減少している。

今後も、過年度分の未収金について、未納者の現状を把握して償還指導を行

うなど、引き続き債権管理に努められたい。

（エ）障害者自立支援特別対策事業費補助金等返還金の未収金については、平成2

9年度末で約61万円であり、前年度末に比し4万円減少している。

今後も、未納者の現状を把握して適切な指導を行うなど、早期の債権回収に

努められたい。

（オ）心身障害者扶養共済掛金の未収金については、平成29年度末で約12万円であ

り、前年度末と同額である。

今後も、新規未収金の発生防止を図るとともに、過年度分の未収金について、

引き続き債権管理に努められたい。

（カ）公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備品について、和歌山県物品

管理等事務規程（昭和39年和歌山県訓令第20号）に基づく物品の貸付手続を行



っていなかったので、適正に処理されたい。

（キ）郵便切手類使用簿において、四半期ごとの現物確認を行っていなかったので、

適正に処理されたい。

（ク）障害者医療費県費負担金返還金において、納期限から20日経過後も督促状を

発していない事例があったので、適正に処理されたい。

オ 医務課

（ア）平成29年8月に収入調定を行った和歌山県看護職員修学資金返還金の延滞利

子の未収金については、平成29年度末で13万円である。

今後も、未納者に対して適切な指導を行い、適切な債権管理に努められたい。

（イ）保管している資機材について、一部に故障があり使用できなくなっているも

のがあったので、適正に処理されたい。

カ 健康推進課

（ア）健康増進事業費補助金返還金について、納期限から20日経過後も督促状を発

していなかったので、適正に処理されたい。

（イ）郵便切手類使用簿において、検印がなされていない事例があったので、適正

に処理されたい。

（ウ）平成28年度原爆被爆者健康診断交付金他2件の国庫返還金の納付について、

納期限後に返還したため延滞金が発生していたので、今後適正に処理されたい。

キ 薬務課

（ア）郵便切手類使用簿において、四半期ごとの現物確認を行っていない事例があ

ったので、適正に処理されたい。

商工観光労働部

ア 商工観光労働総務課

（ア）中小企業振興資金貸付金について、平成29年度においては、連帯保証人等に

対する強制執行（差押え）などこれまで以上に債権回収を強化し、平成29年度

末における収入未済額（元金）は、約82億6,298万円となり、前年度末に比し

約1億1,595万円減少している。

今後も、債権管理を適切に行い、強制執行など考え得る最大限の債権回収措

置を講じられたい。

（イ）徴収委託金の徴収事務において、次の不適切な事例があったので、適正に処

理されたい。

ａ わかやま館徴収委託金徴収事務取扱要領で定められている帳票類のうち一

部が作成されていなかった。

ｂ 歳入金徴収（収納）計算書の提出及び収納金の納付が遅れている月があっ

た。

イ 企業振興課

（ア）和歌山県中小企業新分野進出支援事業費補助金及び和歌山県地域産業技術改

善費補助金の返還金について、平成29年度末の未償還額は約1,162万円であり、

前年度末と同額である。

今後も、未納者の現状を十分把握し、引き続き適切な債権管理に努力された

い。

ウ 産業技術政策課

（ア）常時の資金前渡について、前渡資金出納簿を備えていなかったので、適正に



処理されたい。

エ 観光振興課

（ア）常時の資金前渡について、前渡資金出納簿を備えていなかったので、適正に

処理されたい。

農林水産部

ア 農業試験場暖地園芸センター

（ア）自動販売機電気料金の4月分の個別メーターの確認を失念したため、当該月

の正確な使用電力量の確認ができていなかったので、適正に処理されたい。

イ 果樹試験場

（ア）常時の資金前渡において、次の不適切な事例があったので、適正に処理され

たい。

ａ 前渡資金受払計算書の決裁がなされていなかった。

ｂ 前渡資金受払計算書が出納機関に回付されていなかった。

（イ）重要物品台帳に登記されている備品において、正規の手続を経ず処分してい

る事例があったので、適正に処理されたい。

ウ 果樹試験場うめ研究所

（ア）重要物品の用途廃止承認前に物品を処分している事例があったので、適正に

処理されたい。

エ 畜産試験場

（ア）平成26年12月5日付け総集第668号総務事務集中課長通知による「物品管理簿

に記載されている備品の現在高と現物との照合」を行った結果、両者に相違が

あったので、今後このようなことのないよう、適正に処理されたい。

オ 水産試験場

（ア）重要物品の用途廃止承認前に物品を処分していたので、適正に処理されたい。

カ 食品流通課

（ア）国内大型展示会出展に係る出展者負担金の未収金については、平成29年度末

で18万円であり、前年度末に比し2万円減少している。

今後も、未納者の現状を把握して適切な指導を行うなど、早期の債権回収に

努められたい。

（イ）常時の資金前渡について、前渡資金出納簿を備えていなかったので、適正に

処理されたい。

キ 畜産課

（ア）消耗品費の支出負担行為において、決裁がなされていない事例があったので、

適正に処理されたい。

（イ）重要物品台帳に登記されている備品において、正規の手続を経ず処分してい

る事例があったので、適正に処理されたい。

ク 経営支援課

（ア）農業改良資金貸付金償還金の未収金については、平成29年度末で元金の未収

金は発生していないが、違約金の未収額が約179万円となっており、前年度末

に比し78万円減少している。

今後も、新規滞納者の発生防止とともに未納者への償還指導の徹底などによ

り、債権管理に努められたい。

（イ）就農支援資金に係る国への貸付金償還金及び一般会計への繰出金の支出負担



行為について、決裁権者を誤っていたので、適正に処理されたい。

ケ 林業振興課

（ア）林業・木材産業改善資金貸付金の未収金については、関係機関と連携を図り

ながら回収に努められているが、平成29年度末の未収金は約1,506万円であり、

長期滞納者の元金償還による違約金の確定があったため、前年度末に比し約4

23万円の増加となっている。

今後も、新規滞納者の発生防止とともに未納者への償還指導の徹底などによ

り、債権管理に努められたい。

（イ）農林水産振興資金特別会計から一般会計への繰出金について、支出負担行為

票を作成していなかったので、適正に処理されたい。

コ 森林整備課

（ア）平成26年12月5日付け総集第668号総務事務集中課長通知による「物品管理簿

に記載されている備品の現在高と現物との照合」を行った結果、両者に相違が

あったので、今後このようなことのないよう、適正に処理されたい。

サ 水産振興課

（ア）集中調達外となった印刷製本に係る支出負担行為において、出納機関に合議

がなされていない事例があったので、適正に処理されたい。

（イ）沿岸漁業改善資金貸付金の未収金については、平成29年度末で現年度分の未

収金は発生していないが、過年度分が約633万円、確定分の違約金が約417万円

であり、合計金額では前年度末に比し約282万円減少し約1,051万円となってい

る。

今後も、新規滞納者の発生防止とともに、未納者への償還指導の徹底などに

より、債権管理に努められたい。

シ 資源管理課

（ア）手数料の支出負担行為において、出納機関に合議がなされていない事例があ

ったので、適正に処理されたい。

県土整備部

ア 県土整備総務課

（ア）道路改良工事現場への不法投棄に伴う撤去費用の未収金については、平成2

9年度末で約22万円であり、前年度末と同額である。

今後も、適切な債権管理に努められたい。

（イ）交通事故に伴う損害賠償請求の未収金については、平成29年度末で約25万円

であり、前年度末と同額である。

今後も、引き続き適切な債権管理に努められたい。

（ウ）機構改革に伴い不用となり処分をした旧課室名等の公印について、和歌山県

物品管理等事務規程に基づく不用の決定及び不用品の廃棄手続等が行われてい

なかったので、適正に処理されたい。

（エ）郵便切手類使用簿において、年度末の残高確認が行われていなかったので、

適正に処理されたい。

イ 道路政策課

（ア）他会計への繰出金に係る支出負担行為票の存在を確認できない事例があった

ので、今後このようなことのないよう、厳正な事務の執行に努められたい。

ウ 河川課



（ア）契約解除による違約金の未収金については、平成29年度末で約31万円であり、

前年度末と同額である。

今後も、適切な債権管理に努められたい。

（イ）河川敷地の不法占用については、平成29年度末で6件あり、引き続き不法占

用者に対しては厳正に対処されたい。

また、不法占用を防止するため、河川パトロール等により、河川巡視の強化

を図られたい。

（ウ）廃川敷地の処理について、不法占用となっている土地については厳正に対処

するとともに、不法占用を防止するため資産保全手続及び定期的なパトロール

を実施されたい。

また、各案件に適した早期処理方針を検討するとともに、引き続き適正な管

理に努められたい。

（エ）和歌川河川公園の指定管理について、指定管理業務の対象となる施設が、管

理に関する基本協定書に記載されていなかったので、適正に処理されたい。

エ 砂防課

（ア）契約解除による違約金の未収金については、平成29年度末で約29万円であり、

前年度末と同額である。

今後も、適切な債権管理に努められたい。

オ 下水道課

（ア）購入額が160万円を超える消耗品において、次の不適切な事例があったので、

適正に処理されたい。

ａ 契約書が作成されていなかった。

ｂ 検収調書を作成せず、履行確認で処理していた。

カ 都市政策課

（ア）土地区画整理事業の貸付金の返還金の未収金については、平成29年度末で約

8,852万円であり、前年度末と同額である。

今後も、引き続き適切な債権管理に努められたい。

（イ）景観支障建築物等の除去措置に係る行政代執行費用の未収金については、平

成29年度末で約193万円であり、前年度末と同額である。

今後も、引き続き適切な債権管理に努められたい。

（ウ）行政財産使用料において、収入調定の時期が遅れている事例があったので、

適正に処理されたい。

キ 建築住宅課

（ア）公営住宅の家賃等の未収金について、平成29年度末の収入未済額は約1億1,

195万円であり、前年度末に比し約1,652万円減少している。

今後も、未納者の現状を把握し、各振興局、県住宅供給公社及び委託管理人

と連携し、適切な債権管理に努められたい。

（イ）県営住宅明渡等請求事件により発生した損害賠償金について、平成29年度末

で約143万円が収入未済となっており、前年度末と同額である。

今後も、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る事例があったので、適正に処理

されたい。

（エ）水質汚濁負荷量測定事業の業務委託について、委託業務に含まれていない水



質測定器の修繕を変更契約で処理していたので、適正に処理されたい。

ク 公共建築課

（ア）随時の資金前渡に係る預金通帳を紛失していたので、今後このようなことの

ないよう、通帳の管理に万全を期されたい。

ケ 港湾空港振興課

（ア）港湾施設使用料等の未収金について、平成29年度末で約2,059万円であり、

前年度末に比し約54万円増加している。

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）公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備品について、和歌山県物品

管理等事務規程に基づく物品の貸付手続を行っていなかったので、適正に処理

されたい。

（ウ）通訳手配等に係る業務委託について、修正後の支出負担行為票の決裁がなさ

れていなかったので、適正に処理されたい。

会計局

ア 会計課

（ア）証紙売りさばき代金損害賠償金について、平成29年度末の収入未済金は252

万円であり、前年度末に比し約9万円減少している。

今後も、収入未済金の徴収に努力されたい。

イ 総務事務集中課

（ア）旅費計算書において、計算誤りにより過少支給となっている事例があったの

で、適正に処理されたい。

県議会事務局

（ア）政務調査費返還金の未収金については、平成29年度末で約22万円であり、前

年度末に比し24万円減少している。

今後も、適切な債権管理に努められたい。

（イ）平成26年12月5日付け総集第668号総務事務集中課長通知による「物品管理簿

に記載されている備品の現在高と現物との照合」を行った結果、両者に相違が

あったので、今後このようなことのないよう、適正に処理されたい。

（ウ）新聞折込業務委託の入札事務について、入札参加資格に係る実績認定が要項

等に定める事項に基づいていなかったので、適正に処理されたい。

教育委員会

ア 総務課

（ア）ETCカード使用承認・使用管理簿において、旅行命令権者の承認がなされて

いない事例があったので、適正に処理されたい。

イ 給与福利課

（ア）平成18年5月に支給された退職手当について、平成19年4月に刑が確定したた

め、元職員に返納を求めているが、平成29年度末で約1,262万円が収入未済と

なっており、前年度末に比し33,000円の減少にとどまっている。

引き続き未納者の収入状況等を十分把握の上、債権管理に努められたい。

（イ）教職員住宅貸家料において、納期限から20日経過後も督促状を発していない

事例があったので、適正に処理されたい。

（ウ）旅行命令簿において、命令権者確認印の押印がなされていない事例があった

ので、適正に処理されたい。



（エ）超過勤務・休日勤務命令簿兼振替等整理簿において、命令権者の事後確認欄

に押印がなされていない事例があったので、適正に処理されたい。

ウ 生涯学習課

（ア）進学奨学金等返還金の未収金については、平成29年度末で約8億2,407万円で

あり、前年度末に比し約4,460万円減少している。

償還対策方針を決定し、償還指導等に努められているところであるが、今後

も、未納者の現状を把握し、効率的に収納率を高める方策の検討を行い、引き

続き適切な債権管理に努められたい。

（イ）修学奨励金返還金の未収金については、平成29年度末で約8,574万円であり、

前年度末に比し約795万円増加している。

今後も、未収金の発生防止のため償還指導の徹底を図り、引き続き適切な債

権管理に努められたい。

エ スポーツ課

（ア）公の施設の指定管理者に無償貸与している県有備品について、和歌山県物品

管理等事務規程に基づく物品の貸付手続を行っていなかった。また、基本協定

書に基づく貸与備品リストについて、更新漏れがあったので、適正に処理され

たい。

オ 義務教育課

（ア）ETCカード使用承認・使用管理簿において、管理者の確認印欄に押印がなさ

れていない事例があったので、適正に処理されたい。

カ 学校人事課

（ア）旅行命令簿において、用務地に直行していないにもかかわらず、自宅を出発

点とする旅費の支払を行い、過支給が生じている事例があったので、適正に処

理されたい。

公安委員会

（ア）放置違反金の平成29年度末における未収金は504万円であり、前年度末に比

し約317万円減少している。

今後も、未納者の現状を把握等するなど、適切な債権管理に努められたい。

（イ）損害賠償金及び修繕料の支払を伴う公用車による事故が複数件発生していた

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。

（３）検討事項

企画部

ア 企画総務課

（ア）コスモパーク加太の未利用地（890,137㎡）については、地域活性化のための利活

用策について引き続き検討されたい。

（イ）旧南紀白浜空港跡地（365,407㎡）については、地域活性化のための利活用策につ

いて引き続き検討されたい。

福祉保健部

ア 障害福祉課

（ア）旧六星寮の跡地について、総務部及び県土整備部と連携の上、早期に処分を進め

られたい。

県土整備部

ア 道路保全課



（ア）廃道敷地については、平成29年度末で8件が未処理となっている。

今後も、引き続き廃道敷地の現況に応じた適正な管理に努めるとともに処分等を

進められたい。

イ 道路建設課

（ア）道路整備事業の残地について、一部で処理が行われているが、引き続き案件ごと

の処理方針を検討されたい。

また、事業休止中のため未利用となっている土地について、一部で事業が再開さ

れているが、今後も適切な管理に努め、利活用を検討されたい。

（４）上記以外の機関について、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。


