
和歌山県監査公表第15号

平成31年1月16日付け監査報告第18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31年4月5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 西牟婁振興局地域振興部

監査実施年月日 平成30年11月29日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

指摘事項 指摘事項

平成29年4月の支出票で歳入歳出外 各部の支出事務担当者から地域振興

現金として受け入れた所得税相当額に 部の所得税支払事務担当者への必要な

ついて、納付が遅延していたので、今 帳票の回付が遅れたことによるもので

後このようなことのないよう、関係機 あり、平成29年8月24日に源泉所得税

関への注意を徹底するとともに、事務 事務担当者会議を開催し、法令及び事

の厳正な執行に努められたい。 務手続について関係職員に周知徹底す

るとともに、複数人による支払事務の

管理を行うこととし、事務の厳正な執

行に努めている。

注意事項 注意事項

（1）扶助費に係る前渡資金精算票に （1）前渡資金精算票については、書

おいて、出納員の決裁がなされて 類の審査及び確認を十分に行い、

いない事例があったので、適正に 押印漏れ等がないよう関係職員に

処理されたい。 周知徹底した。

（2）過年度支出の支出負担行為にお （2）和歌山県財務規則（昭和63年和

いて、出納機関に合議されていな 歌山県規則第28号）に基づいて、

い事例があったので、適正に処理 適正に処理を行うよう、関係職員

されたい。 に周知徹底した。

2 西牟婁振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成30年11月29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）生活保護費の新規未収金の発生

いては、平成29年度末で約1,416万 防止のため、被保護者に対して

円となっており、前年度末に比し は、毎年度上半期に全世帯を訪問

約754万円増加している。 し、返還金が生じないよう、収入

今後も、新規未収金の発生防止 があった場合の申告の徹底や、年

に努めるとともに、未納者の現状 金受給権の調査を行うとともに、6

を把握し償還指導を行うなど、適 月から7月までの間に関係市町に対

切な債権管理に努められたい。 する課税調査を行い、収入の把握

を行っている。

また、資力のない者に対して

は、分割納付等の償還指導を行

い、計画的な納付が困難な返還義

務者に対しては、戸別訪問による

現金徴収を行うなど、未納者の現

状を把握しながら、適切な債権管

理に努めている。

（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の新たな

還金の未収金については、平成29 貸付けに際しては、償還計画等を

年度末で約407万円となっており、 厳正に審査するとともに、借主、

前年度末に比し約5万円減少してい 連帯借主、連帯保証人及び市町の

る。 担当者が同席した上で面接を行

今後も、新規未収金の発生防止 い、制度の趣旨や連帯責任につい

に努めるとともに、未納者の現状 て十分説明し、償還責任に係る意

を把握し償還指導を行うなど、適 識付けの徹底を図り、新たな滞納

切な債権管理に努められたい。 の発生防止に努めている。

また、新規未収金の発生防止の

ため、督促後も納入がない場合

は、文書や電話、訪問等により事

情聴取や償還計画についての個別

相談を行った上で定期的な償還を

促しており、過年度からの未収金

についても、電話や訪問により生

活状況や就業状況の把握に努め、

毎月の分納償還を指導している。



さらに、借主からの償還が困難

な場合は、連帯借主や連帯保証人

に連絡をとり、償還について協議

を行うなど適切な債権管理に努め

ている。

（3）複写料金の取扱において、現金 （3）収納員が現金払込日に不在の場

払込書の払込者名が払込日当日不 合は、出納員に払込みを引き継

在の者となっている事例があった ぎ、適正に処理を行うこととし

ので、適正に処理されたい。 た。

（4）資金前渡職員不在時における前 （4）資金前渡職員が不在の場合、資

渡資金支払調書の決裁において、 金前渡職員の上司が決裁するよ

資金前渡職員の上司が決裁してい う、関係職員に周知徹底し、適正

ない事例があったので、適正に処 に処理を行うこととした。

理されたい。

（5）決裁後の生活保護費返還金の収 （5）決裁後に収入調定額を訂正する

入調定票（集合）について、再度 場合は、再度決裁を受け、適正に

決裁を受けずに調定額を訂正して 処理を行うよう、関係職員に周知

いたので、適正に処理されたい。 徹底した。

3 西牟婁振興局農林水産振興部

監査実施年月日 平成30年11月29日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

指摘事項 指摘事項

職員による通勤手当の不正受給及び 通勤手当の不正受給及び公用車の

公用車を私的に使用する不正行為が発 私的使用については、事件発生後、

覚したが、今後このような事態が生じ 速やかに林務課所管の公用車に走行

ることのないよう、通勤手当の確認及 距離の管理簿を独自に備え付け、公

び公用車の厳正な管理に万全を期され 用車の厳正な管理に万全を期すとと

たい。 もに、部内全職員に対し、通勤状況

の再確認及び公務員倫理に関する研

修会(平成29年8月8日及び9日 各90

分)を実施した。

注意事項 注意事項

（1）平成29年4月の支出票で歳入歳出 （1）支出事務担当者から地域振興部

外現金として受け入れた所得税相 の所得税支払事務担当者への必要



当額について、納付が遅延していたの な帳票の回付が遅れたことによるも

で、今後このようなことのないよう、 のであり、再発防止のため地域振興

適正な事務処理に努められたい。 部が平成29年8月29日に開催した源泉

所得税事務担当者会議において事務

手続の確認を行った。

また、受け入れた源泉所得税額

については、毎月地域振興部と双

方で確認を行うこととし、適正な

（2）旅行命令簿において、早朝出発 事務処理に努めている。

の条件を満たさないにもかかわら （2）旅行命令簿の誤申請について

ず、早朝出発を命令し旅費を支出 は、当該職員に対し過支給分の旅

している事例があったので、適正 費を返還させるとともに、所属職

に処理されたい。 員及び命令権者双方に対し確認を

（3）支出負担行為即支出命令の支出 徹底するよう指導した。

票において、当該書類及び添付書 （3）公用車の修繕料の支払いに係る

類を紛失している事例があったの 支出票及びその添付書類ついて、

で、今後このようなことのないよ 公文書の管理が不十分であったた

う、適正に処理されたい。 め、それらを紛失したものであ

り、今後このようなことのないよ

う、公文書の管理及び予算の執行

管理を徹底し、適正な事務処理に

（4）建設工事請負契約の3割を超える 努める。

増額変更において、契約保証金を （4）本件変更以前に行った2回にわ

増額していない事例があったの たる変更契約が、いずれも3割を

で、適正に処理されたい。 超えず、契約保証金の増額を伴う

ものでなかったことから、本件変

更に際して契約保証金の取扱を誤

り、増額が不要と誤認したことに

よるものであり、建設工事請負契

約の変更契約時には、契約金額を

必ず確認し、契約保証金の増額の

要否の確認を徹底するよう、関係

（5）建設工事請負変更契約におい 職員に対し、指示を行った。

て、原契約の解体工事に要する費 （5）廃棄物の処理施設の変更に伴う

用 変更契約であったが、契約数量、



等が変更されているにもかかわら 金額に変更が無かったことから、

ず、建設工事に係る資材の再資源 変更書面を不要と誤認したことに

化等に関する法律（平成12年法律 よるものであり、建設工事変更契

第104号）第13条第1項及び特定建 約時において変更内容を確認し、

設資材に係る分別解体等に関する 必要となる変更書面の添付を徹底

省令（平成14年国土交通省令第17 するよう、関係職員に対し指示し

号）第4条に基づく書面の変更書面 た。

が添付されていない事例があった また、工事請負契約及び変更請

ので、適正に処理されたい。 負契約については、工事担当課に

も合議することとし、双方で金額

や内容の確認を行うこととし、再

発防止に努めている。

（6）公文書開示手数料の取扱いにお （6）収納員が現金払込日に不在の場

いて、現金払込書の払込者名が払 合は、出納員に払込みを引き継

込日当日不在の者となっている事 ぎ、適正に事務処理を行うことと

例があったので、適正に処理され した。

たい。

4 西牟婁振興局建設部

監査実施年月日 平成30年11月29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）現金払込書の払込者名が払込日 （1）現金収納については、現金を収

当日不在の者となっている事例が 納した収納員（公金の収納の権限

あったので、適正に処理された の委任を受けた者）が払い込むこ

い。 とを原則とし、払込日に不在の場

合は出納員に収納金を引き継ぎ、

適正な処理を行うこととした。

（2）土木使用料（公営住宅）の未収 （2）土木使用料（公営住宅）の収入

金については、平成29年度末で約8 未済額については、電話及び文書

57万円となっており、前年度末に による定期的な督促と委託管理人

比し約28万円減少している。 による指導及び職員による夜間徴

今後も、未納者の現状を把握 収を組み合わせ、未収金の削減に

し、適切な債権管理に努められた 取り組んでいる。

い。

（3）港湾施設に係る使用料の徴収事 （3）次のとおり措置した。



務の委託契約について、次の不適

切な事例があったので、適正に処

理されたい。

ア 会計管理者への合議がなされ ア 次回の契約手続の際は、会計

ていなかった。 管理者に合議するよう関係職員

に周知徹底した。

イ 未収金の督促等滞納整理を外 イ 速やかに外部委託の契約内容

部委託していた。 を見直し、督促等滞納整理に係

る条項を削除するとともに、今

後、このようなことのないよ

う、関係職員に対し、適正な事

務処理について周知徹底した。

（4）建設工事請負変更契約におい （4）変更契約において必要となる書

て、原契約の解体工事に要する費 面の添付については、担当課にお

用等が変更されているにもかかわ いて複数人によるチェックを実施

らず、建設工事に係る資材の再資 し、添付漏れがないよう、適正に

源化等に関する法律第13条第1項及 事務処理を行うこととした。

び特定建設資材に係る分別解体等

に関する省令第4条に基づく書面の

変更書面の添付が添付されていな

い事例があったので、適正に処理

されたい。

（5）道路保全工事において、軽易な （5）軽易な支出でない変更承認の必

変更でない工事の設計変更を工期 要な案件が生じた場合は、変更承

末に行っている事例があったの 認の決裁を速やかに得た上で、工

で、適正に処理されたい。 事を進めるよう、関係職員に対

し、適正な事務処理について周知

徹底した。

（6）工事完成検査の結果通知が大幅 （6）工事担当課から検査調書及び工

に遅延している事例があったの 事成績評定表を受理後、遅滞なく

で、適正に処理されたい。 検査結果通知の決裁を取得し、業

者宛に通知を行うよう、関係職員

に対し、適正な事務処理につい

て、周知徹底した。

（7）解体撤去工事において、不備が （7）施工体制台帳については、各監



ある施工体制台帳を受理している 督員に対し、内容の確認を徹底す

事例があったので、適正に処理さ るよう周知した。

れたい。

（8）漁港施設に係る使用料におい （8）漁港施設に係る使用料について

て、未収金の督促等滞納整理を行 は、未収金の発生防止及び早期把

っていない事例があったので、適 握に努め、督促等滞納整理を適切

正に処理されたい。 に行うよう、関係職員に対し、周

知徹底した。

5 紀南県税事務所

監査実施年月日 平成30年11月29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、滞納 （1）県税の未収金については、平成3

整理に尽力されているところであ 0年度においても県税事務所長を地

り、収入率は96.3％と前年度末に 域本部長とする紀南地域県税収入

比し0.5ポイント増加しており、平 確保対策本部を設置し、その中で

成29年度末の収入未済額も約2億3, 策定した徴収対策に基づき具体的

571万円と、約4,585万円減少して な徴収目標や行動目標を示し、税

いる。 収確保、滞納額の縮減に取り組ん

しかしながら、個人県民税の収 でいる。

入未済額は、県税全体の約84％を 個人県民税徴収対策について

占めていることから、管内市町へ は、関係市町との共同催告や6市町

の職員派遣や地方税法（昭和25年 において地方税法第48条の規定に

法律第226号）第48条の規定に基づ 基づく直接徴収に取り組むととも

く県の直接徴収を継続実施すると に、7市町に職員を派遣し、滞納整

ともに、事務所の滞納整理の方針 理に必要な業務について支援を実

に従いその強化を図り、収入未済 施している。これらに加え、ブロ

額の縮減に向け、県税収入の確保 ック会議を開催するなど市町村と

に努められたい。 の協力体制の強化にも努めること

また、延滞金についても、適切 により、個人県民税の徴収強化を

な債権管理により収入未済額の縮 図り、県税収入の確保に努めてい

減に努められたい。 く。

延滞金の収入未済についても、

本税と同様に適正な債権管理によ

り、滞納処分等を行い、収入未済



額の縮減に努めている。

（2）滞納処分の執行停止が3年間継続 （2）今後は、滞納処分の執行を停止

し、納税義務が消滅した滞納者の した案件については、その後の対

未収金において、当該停止から納 象者の財産、生活状況等に変化が

税義務が消滅するまでの間、その ないか、時効による債権の消滅ま

停止に係る事実が継続しているか でに市町村の協力を得て実態調査

否か確認していない事例があった するなどの確認を行った上で、適

ので、適正に処理されたい。 正に不納欠損処理をしていく。

6 紀南児童相談所

監査実施年月日 平成30年11月29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）児童福祉施設入所負担金の未収 （1）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 金の縮減については、戸別の家庭

29万円となっており、前年度末に 訪問や電話等による納入督促を行

比し約14万円増加している。 い、滞納整理を行っている。

今後も、子ども未来課等と債権 近年の雇用不安定により、納入

管理の方策について十分協議を進 義務者が経済的に困窮している場

めるとともに、督促や戸別訪問等 合が多く、徴収の推進は困難な状

徴収に向けた取組を行い、未収額 況にあるが、子ども未来課と協議

の縮減を図られたい。 しながら、滞納整理を行ってい

る。

（2）郵便切手類使用簿について、四 （2）郵便切手類使用簿については、

半期ごとの現物確認を行っていな 四半期ごとの現物確認を行い、適

かったので、適正に処理された 正に処理するよう関係職員に周知

い。 徹底した。

（3）過年度支出の支出負担行為の決 （3）過年度支出の支出負担行為の決

裁について、出納機関への合議が 裁については、今後、出納機関へ

なされていなかったので、適正に の合議を行い、適正に処理するよ

処理されたい。 う関係職員に周知徹底した。

7 田辺産業技術専門学院

監査実施年月日 平成30年11月29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

平成26年12月5日付け総集第668号総 備品の整理、確認を行い、物品管理



務事務集中課長通知による「物品管理 簿記載の備品と現物を照合し、一致す

簿に記載されている備品の現在高と現 ることを確認した。

物との照合」を行った結果、両者に相 今後は、備品の管理を徹底し、物品

違があったので、今後このようなこと 管理簿の記載と現物に相違が生じるこ

のないよう、適正に処理されたい。 とのないよう、適正な事務処理につい

て関係職員に周知徹底した。

8 南紀白浜空港管理事務所

監査実施年月日 平成30年11月29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）建設工事請負変更契約におい （1）変更契約書の作成に使用するシ

て、原契約の解体工事に要する費 ステムの設定上、解体工事に要す

用等が変更されていないにもかか る費用の変更の有無にかかわら

わらず、変更契約書に変更する条 ず、変更契約書には当該変更を含

項として記載している事例があっ む関係条項が一旦、記載される仕

たので、適正に処理されたい。 様となっており、当該条項の削除

漏れに伴うものであったことか

ら、今後このようなことのないよ

う、担当職員だけでなく他の職員

に対しても、当該システムの仕様

等について周知するとともに、変

更契約の内容と契約書の記載内容

の照合確認の徹底を指示し、確認

体制の強化を図った。

（2）土木使用料（空港用地）におい （2）土木使用料（空港用地）の延滞

て、延滞金を徴収していない事例 金については、平成30年11月22日

があったので、適正に処理された に事業者に対して延滞金の納付依

い。 頼文書を送付し、平成30年12月6日

に全額納付を受けた。

（3）前渡資金受払計算書において、 （3）次のとおり適正に処理した。

次の不適切な事例があったので、 ア 出納員の決裁漏れについて

適正に処理されたい。 は、今後、出納機関から書類が

ア 出納員の決裁が漏れていた。 返ってきた際は、複数人による

イ 計算書が未作成であった。 確認を行うよう、関係職員に周

知徹底した。



イ 計算書の未作成については、

起案する際には、当該月の計算

書だけでなく、それ以前の計算

書も添付するなど、確認体制を

強化した。

9 和歌山県立神島高等学校

監査実施年月日 平成30年11月29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

設備修繕の契約において、契約保証 設備修繕の契約においては、和歌山

金受入前に契約を締結している事例が 県財務規則やその他関係規程に基づき

あったので、適正に処理されたい。 適正に事務処理を行うよう、関係職員

に周知徹底した。

10 和歌山県立南紀高等学校

監査実施年月日 平成30年11月29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）卒業証明書交付手数料の取扱い （1）卒業証明書交付手数料に係る現

において、現金払込書の払込者名 金の払込みに関する取扱いについ

が払込日当日不在の者となってい ては、和歌山県財務規則を確認

る事例があったので、適正に処理 し、取り扱うよう、関係職員に周

されたい。 知徹底をした。

（2）契約保証金において、歳入歳出 （2）契約保証金に係る歳入歳出外現

外現金の受入れの決定前に歳入歳 金に関する事務については、事務

出外現金提出通知書を発行してい 処理の正確さをより高めるよう、

る事例があったので、適正に処理 学校長から直接、関係職員に指導

されたい。 を行い、再発防止に努めている。

11 和歌山県田辺警察署

監査実施年月日 平成30年11月29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

手数料の随時資金前渡に係る支出負 支出負担行為票の起票時において、

担行為票について、出納機関への合議 和歌山県財務規則の運用について

がなされていなかったので、適正に処 （（依命通達）昭和63年9月1日出第1

理されたい。 号）定める出納機関への合議を要する



経費に該当しないかの確認を徹底する

よう、職員に周知徹底した。


