
和歌山県監査公表第10号

平成29年12月22日付け監査報告第16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 日高振興局地域振興部

監査実施年月日 平成29年11月22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) 電話交換業務の契約において、 (1) 契約保証金の免除要件の誤認が

契約保証金受入前に契約を締結し 原因であったことから、和歌山県

ていたので、適正に処理された 財務規則（昭和63年和歌山県規則

い。 第28号）にのっとり適正な事務処

理を行うよう、関係職員に周知徹

底し、再発防止に努めている。

(2) 蜂の巣駆除に係る委託料につい (2) 今後このようなことのないよ

て、出納機関への合議がなされて う、担当者が支出負担行為を行う

いなかったので、適正に処理され 際には支出負担行為等決裁・合議

たい。 表等を必ず確認し、適正な事務処

理を行うよう、職員に周知徹底

し、再発防止に努めている。

(3) 戻入票において、返納通知書の (3) 返納通知書を発送する際、発送

発送年月日が記載されていない事 年月日の記載が漏れていたもので

例があったので、適正に処理され あり、今後このようなことのない

たい。 よう、発送時の内容確認等、適正

な事務処理について、職員に周知

徹底した。

(4) ETCカード使用承認・使用管理 (4) 今後このようなことのないよ

簿において、管理者確認印の押印 う、ETCカード使用承認・使用

漏れがあったので、適正に処理さ 管理簿の点検確認等、適正な事務

れたい。 管理について、職員に周知徹底

し、再発防止に努めている。



(5) 支出票の出納機関欄で、出納員 (5) 今後このようなことのないよ

の決裁がなされていないものがあ う、出納員はもとより支出担当者

ったので、適正に処理されたい。 も事後確認を行うこととし、関係

職員に周知徹底した。

２ 日高振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成29年11月22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873万 いては、平成28年度末の未納案件

円となっており、前年度末に比し 33件のうち10件が現在も保護受給

約47万円増加している。 中であり、納入指導を行っている

今後も、新規未収金の発生防止 ものの未収金の縮減には至ってい

に努めるとともに、未納者の現状 ない。

を把握し償還指導を行うなど、適 既に保護廃止になっている23件

切な債権管理に努められたい。 については文書又は訪問による納

入指導を行っているが、いずれも

資力のない世帯であり全額徴収に

は至っていない。

今後とも、面談や文書による督

促、催告など法に基づき適切な返

還指導を行っていく。

なお、未収金については平成29

年12月末までに約28万4千円の返

還があった。

併せて、生活保護の不正受給防

止については、被保護者から年1

回以上の収入申告書を徴取すると

ともに、毎年実施している所得調

査、年金調査等により所得の把握

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、滞納者

年度末で約205万円となってお の現状把握を行い、訪問、電話、



り、前年度末に比し約25万円増加 手紙等により、償還指導に取り組

している。 んでいる。

今後も、新規未収金の発生防止 この結果、平成29年12月末まで

に努めるとともに、未納者の現状 に約22万6千円が償還されてい

を把握し償還指導を行うなど、適 る。

切な債権管理に努められたい。 平成28年度末時点の滞納者は12

名で、滞納理由は病気や経済的理

由によるものであるが、電話、訪

問等の償還指導により、少額なが

らも納入されている。

なお、新規貸付けについては、

本貸付金の目的や償還について、

申請人、連帯借主及び連帯保証人

に十分説明し認識を高めることに

より、未償還金の発生の防止に努

めるとともに、滞納者に対しては

引き続き指導強化を図っていく。

(3) 証紙売りさばき代金及び保健所 (3) 今後このようなことのないよ

使用料の取扱いにおいて、現金払 う、現金の払込みの際には、和歌

込書の払込者名が払込日当日に不 山県財務規則にのっとり、適正な

在の者となっている事例があった 収入事務を行うよう、関係職員に

ので、適正に処理されたい。 周知徹底した。

３ 日高振興局建設部

監査実施年月日 平成29年11月22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) 委託管理員との連携を密にし、

未済額は、平成28年度末で約338 未納者の納付状況を把握するとと

万円となっており、前年度末に比 もに、未納者への電話による指導

し約14万円減少している。 により未納金の納付を働きかける

今後も、未納者の現状を把握 など、適切な債権管理に努めてい

し、適切な債権管理に努められた る。

い。 また、滞納者に対しては、面談

や文書により督促を行うなど、生



活状況を勘案しながら未納金の円

滑な納付に向けて取組を進めてい

る。

(2) 港湾・海岸占用料について、平 (2) 港湾・海岸占用料の収入未済額

成28年度に約32万円の収入未済額 については、会社の経営状況の悪

が発生している。 化等により分納を承認し、納入指

今後も、未納者の現状を把握し 導を行っていた者が、分納を履行

適切な債権管理に努められたい。 しなくなったことにより発生した

ものである。

今後とも、当該未納者の財産調

査を継続して実施し、現状を把握

する等、適切な債権管理に努めて

いく。

(3) 業務完了検査の結果通知が大幅 (3) 今後このようなことのないよ

に遅延している事例があったの う、適正な事務処理について職員

で、適正に処理されたい。 に周知徹底した。

(4) 工事請負契約の３割を超える増 (4) 今後このようなことのないよ

額変更において、契約保証金を増 う、適正な事務処理について職員

額していない事例があったので、 に周知徹底した。

適正に処理されたい。

検討事項 検討事項

廃川敷地の処理について、平成28年 32箇所（筆）のうち印南川の3箇所

度末現在で未処理となっているものが （筆）については、売却処理を完了し

32箇所（筆）あるが、適正な管理に努 た。

めるとともに売却や一定の条件を付け その他の箇所については、価格面で

て貸し付けるなどの方策を検討された 折り合わないことから売却には至って

い。 いない。

今後は、条件等の検討を更に進め、

処理が完了するまで適正な管理に努め

る。

４ 西牟婁振興局地域振興部

監査実施年月日 平成29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) 旅費計算書において、計算誤り (1) 旅費額の不足については県外出

により旅費額の不足及び過渡しが 張の際の車賃の算定漏れによるも

生じている事例があったので、適 のであり、過渡しについては公用

正に処理されたい。 車による大阪出張時の日当を半日

当とすべきところ１日当として支

出したことによるものである。

これらの旅費額の不足分の追給

及び過渡し分の戻入については、

処理を完了し、是正済みである。

再発防止のため、旅費計算書の

作成時には旅行命令簿を十分確認

し、支給額に過不足が生じること

のないよう、関係職員に周知徹底

した。

(2) 負担金及び火災保険料におい (2) 負担金については、請求書の添

て、請求書なしに支出されている 付を要しない資金前渡による場合

事例があったので、適正な審査を と誤認したことによるものであ

行われたい。 り、今後このようなことのないよ

う、審査の際の確認を更に徹底し

ていく。

火災保険料については、申込用

紙に印刷されていた請求書が正式

なものでなかったことによるもの

であり、今年度は、正式な請求書

を添付し､適正に事務処理を行っ

た。

今後はこのようなことのないよ

う、審査の際の確認を更に徹底し

ていく。

５ 西牟婁振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成29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) 生活保護費返還金の滞納者のう



いては、平成28年度末で約662万 ち、保護費受給中の者について

円となっており、前年度末に比し は、管内、管外を問わず市町村と

約75万円増加している。 できる限り連携し、分割納付等に

今後も、新規未収金の発生防止 より継続して徴収する体制を取っ

に努めるとともに、未納者の現状 ている。

を把握し償還指導を行うなど、適 既に生活保護を廃止されている

切な債権管理に努められたい。 者については、文書通知、電話連

絡等により納付指導を行うととも

に、戸別訪問を実施し、現金納付

による徴収に努めている。

また、不正受給防止対策とし

て、関係市町村税務当局に対し、

課税状況の調査を実施し、点検を

行っている。

特に、就労している被保護者に

ついては、毎月、収入申告書及び

給与明細書等の挙証資料の提出を

求めており、また、年金受給者に

ついては、全員の年金の改定通知

書を確認し、収入金額の把握を行

っているところである。

なお、高額の返還金が生じた際

には、返還義務者の生活状況を把

握する中で明らかに一括返済が困

難と認められる場合には、履行延

期の特約を行い、分割調定による

納付を指導している。

(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28 貸付けに際しては、償還計画等を

年度末で約412万円となってお 厳正に審査するとともに、借主、

り、前年度末に比し約9万円減少 連帯借主、連帯保証人及び市町の

している。 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。

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、新たな

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、電

話、訪問等により事情聴取や償還

計画等について個別相談を行った

上で定期的な償還を促している。

また、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。

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

など債権管理に努めている。

(3) 納期限までに納入されなかった (3) 納期限までに納入されなかった

簡易専用水道定期検査の手数料に 簡易専用水道定期検査の手数料に

ついて、督促状を発していない事 ついて、督促状を発していなかっ

例があったので、今後このような た事例については、手数料の納入

ことのないよう、適正に処理され 状況を適切に確認するとともに、

たい。 納期限までに納入されない場合に

は督促状を発するよう、周知徹底

した。

(4) 負担金及び火災保険料におい (4) 資金前渡により当日負担金を支

て、請求書なしに支出されている 払う場合以外は、基本的に支出は

事例があったので、適正に処理さ 請求書に基づき行われるが、今回

れたい。 は、資金前渡による場合と誤認し

て、請求書を添付せずに負担金を

支出してしまったものである。

今後はこのようなことのないよ

う周知徹底し、適正な事務処理に

努める。

火災保険料については、スポー

ツ安全保険の申込用紙の振込欄に



振替払込請求書兼受領証貼付欄と

の表記があったため、これを請求

書と誤認して支出しようとした

が、法人代表者の印影がなく、正

式な請求書ではない旨の指摘を受

けたものである。今年度も同様の

事案があったが、申込書とは別に

正式な請求書を添付し、適正に支

出処理を行った。

(5) 物品調達台帳において、決裁手 (5) 物品調達台帳の決裁手続の必要

続がなされていない事例があった 性に対する認識不足によるもので

ので、適正に処理されたい。 あり、今回の指摘を受けて職員に

周知徹底し、現在は、適正に決裁

手続の処理を行っている。

６ 西牟婁振興局建設部

監査実施年月日 平成29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) 公用車による交通事故が発生 (1) 公用車の運転については、交通

し、買換基準に達する前に廃車に 法規を遵守し安全運転に努めるよ

至る事例があったので、今後は事 う、日頃から研修を行ってきたと

故防止に留意し、車両の適正な管 ころであるが、これに加えて部内

理に努められたい。 全課が毎朝礼時に安全運転7則を

確認することとした。

また、平成28、29年度には振興

局全職員を対象とした交通安全講

習会を主催したところであり、今

後とも県職員として自覚を持ち、

模範的な安全運転を実践するとと

もに、交通事故の防止に取り組ん

でいく。

(2) 土木使用料（公営住宅）の収入 (2) 土木使用料（公営住宅）の収入

未済額は、平成28年度末で約885 未済額については、電話、文書及

万円となっており、前年度末に比 び訪問により、削減に取り組んで



し約541万円減少している。 いる。

今後も、未納者の現状を把握 督促によっても改善が認められ

し、適切な債権管理に努められた ない長期滞納者については、訴訟

い。 等の法的措置を講じるなど適切な

債権管理を行っている。

(3) 農林水産業使用料（漁港）の収 (3) 農林水産業使用料（漁港）の収

入未済額は、平成28年度末で約12 入未済額については、電話及び文

万円となっており、前年度末に比 書による定期的な督促、滞納者の

し約5万円増加している。 呼出し及び滞納者宅の訪問により

今後も、未納者の現状を把握 償還指導を実施する等の取組を進

し、適切な債権管理に努められた めることにより、未収入金の削減

い。 に取り組んでいる。

(4) 土木使用料（道路）において、 (4) 土木使用料（道路）のデータを

延滞金を徴収していない事例があ 誤入力し、延滞金が算定されなか

ったので、適正に処理されたい。 ったことによるものであり、土木

使用料の担当者及び関係職員によ

る確認を行うことで、再発防止に

努めている。

(5) 公営住宅使用料において、納入 (5) 平成29年11月以降は取扱いを改

通知書を発した後に調定を行って め、調定後に納入通知書を発し、

いる事例があったので、適正に処 適正に処理している。

理されたい。

７ 紀南県税事務所

監査実施年月日 平成29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

県税の未収金については、滞納整理 県税の未収金については、平成29年

に尽力されているところであり、収入 度においても県税事務所長を地域本部

率は95.8％と前年度末に比し0.9ポイ 長とする紀南地域県税収入確保対策本

ント増加しており、平成28年度末の収 部を設置し、その中で策定した徴収対

入未済額も約2億8,156万円と、約4,59 策に基づき具体的な徴収目標や行動目

5万円減少している。 標を示し税収確保、滞納額の縮減に取

しかしながら、個人県民税の収入未 り組んでいる。

済額は、県税全体の約85％を占めてい 個人県民税徴収対策については、関



ることから、管内市町への職員派遣や 係市町との共同催告に加えて、6市町

地方税法(昭和25年法律第226号)第48 村において地方税法第48条の規定に基

条の規定に基づく県の直接徴収を継続 づく直接徴収に取り組むとともに、ブ

実施するとともに、事務所の滞納整理 ロック会議を開催する等関係市町村と

の方針に従いその強化を図り、収入未 より一層の協力体制の強化を図り、関

済額の縮減に向け一層努力され、県税 係市町村の実情に合致した徴収対策の

収入の確保に努められたい。 実施に努めている。

また、延滞金についても、適切な債 また、田辺市、上富田町、すさみ

権管理により収入未済額の縮減に努め 町、那智勝浦町、太地町、古座川町及

られたい。 び串本町に職員を派遣し、市町税務職

員の滞納整理の技術の向上を支援し、

もって個人県民税の徴収強化を図り、

県税収入の確保に努めている。

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。

８ 紀南児童相談所

監査実施年月日 平成29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

児童福祉施設入所負担金の未収金に 児童福祉施設入所負担金の未収金の

ついては、平成28年度末で約215万円 縮減については、戸別の家庭訪問や電

であり、前年度末に比し約5万円減少 話による納入督促を行い、滞納整理を

している。 進めている。

今後も、子ども未来課等と債権管理 近年の雇用不安定により、納入義務

の方策について十分協議を進めるとと 者が経済的に困窮している場合が多

もに、督促や戸別訪問等徴収に向けた く、徴収の推進は困難な状況である

取組を行い、未収額の縮減を図られた が、子ども未来課と協議しながら、滞

い。 納整理を進めている。

９ 南紀白浜空港管理事務所

監査実施年月日 平成29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

着陸料及び停留料（現金）の取扱い 歳入金の取扱いに関し、現金引継ぎ

において、現金払込書の払込者名が払 の必要性が生じた場合には、施錠ので

込日当日不在の者となっている事例が きる金庫により現金を厳重に保管する

あったので、適正に処理されたい。 とともに、適切に出納員に引継ぎを行

うなど、和歌山県財務規則にのっとり

適正に処理するよう、関係職員に周知

徹底した。

10 和歌山県立熊野高等学校

監査実施年月日 平成29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

郵便切手類使用簿において、四半期 受払時の検印の押印と、四半期ごと

ごとの現物確認がなされていない事例 の現物確認時の押印を周知徹底し、適

があったので、和歌山県物品管理等事 正な処理に努めている。

務規程（昭和39年和歌山県訓令第20

号）に基づき、適正に処理されたい。

また、受払毎の担当者の検印が押印

されていない事例があったので、併せ

て適正に処理されたい。

11 和歌山県立はまゆう支援学校

監査実施年月日 平成29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

自家用電気工作物の点検で、不適合 不適合箇所については1か所を除

箇所があるにもかかわらず改善されて き、既に修繕を完了した。

いなかったので、適正に処理された 残りの1か所については、今年度中

い。 に修繕を行う予定である。


