
和歌山県監査公表第14号

平成30年12月21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31年4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 和歌山県東京事務所

監査実施年月日 平成30年11月8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）消防設備保守管理業務委託に係 （1）今後は和歌山県財務規則（昭和6

る随意契約について、根拠なく2者 3年和歌山県規則第28号）に基づ

以上から見積書を徴していなかっ き、適正な事務処理を行うよう、

たので、適正に処理されたい。 職員に周知徹底した。

（2）タクシーチケットの管理におい （2）次のとおり措置した。

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 タクシーチケット交付簿に記 ア タクシーチケット管理の適正

載せずに職員に交付しているタ 化のため、タクシーチケット交

クシーチケットが3枚あった。 付簿の様式を改めた。また、今

後は交付の際にはタクシーチケ

ット交付簿への記載漏れのない

よう、職員に周知徹底した。

イ 乗車券交付簿（管理簿）によ イ 今後はタクシーチケットの管

る所属長の承認を受けずに管理 理を徹底し、入手した際等には

しているタクシーチケットが4枚 乗車券交付簿（管理簿）に漏れ

あった。 なく記載した上で、所属長の承

認を受けるよう、職員に周知徹

底した。

ウ 外出承認を受けていない日に ウ 今後はタクシーチケットの交

使用したタクシーチケットが2枚 付を受ける前に外出承認を受け

あった。 るよう、職員に周知徹底した。



2 有田振興局地域振興部

監査実施年月日 平成30年11月19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）消防用設備の点検で不良箇所が （1）湯浅保健所設置の火災受信機に

あるにもかかわらず、改善されて ついて、消火設備の異常の有無に

いなかったので、適正に処理され かかわらずその異常を示す赤色灯

たい。 が常時点灯しているものであり、

当該火災受信機の改善は機器更新

によるほかなく、別途予算措置が

必要なことによるものである。

現在、管財課に予算措置を依頼

中であり、改善が完了するまでの

間は、火災発生等の異常事態の把

握は、赤色灯によらず警報ブザー

により対応する。

（2）意思疎通支援体制整備委託事業 （2）行政報告会に係る意思疎通者の

の履行確認について、検査年月 派遣依頼の取下げに伴う事務費の

日、職名及び氏名の記載及び押印 支払であり、履行確認を不要と誤

をいずれも行っていなかったの 認したことによるものであり、今

で、適正に処理されたい。 後は、取下げ願書提出日に履行確

認を行い、適正に検査年月日、職

名及び氏名を記載、押印した上で

処理するよう、関係職員に指導し

た。

（3）浄化槽法定検査手数料につい （3）契約の方法や支出負担行為とし

て、次の不適切な事例があったの て整理する時期の認識誤りによる

で、適正に処理されたい。 ものであり、平成30年度からは作

ア 単年度契約とすべきところ年 業実施前に口座振替で支払う契約

度を超えた契約期間としてい は解除し、作業実施後に支払う方

た。 法に変更した。

イ 支出負担行為の整理時期を誤 今後は財務規則等関係例規に則

り、出納機関に合議していなか り適正な事務処理を行うよう関係

った。 職員に周知徹底した。

ウ 前金払すべきところ資金前渡



していた。

3 有田振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成30年11月19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29年度末で約1,121万 いては、生活保護法（昭和25年法

円となっており、前年度末に比し 律第144号）第63条の規定により資

約357万円減少している。 力があるにもかかわらず保護を受

今後も、新規未収金の発生防止 けた場合の保護費の返還義務に基

に努めるとともに、未収金につい づくものか、同法第78条の規定に

て、未納者の現状を把握し償還指 より不正受給を行った場合の保護

導を行うなど、適切な債権管理に 費の徴収等の決定に基づくものの

努められたい。 いずれかによるものであり、生活

保護法その他関係法令の規定に基

づき、未収金の回収を進めてい

る。

過年度未収金については、平成2

9年度には3名が完納となったが、

一方で、同年度中に12名の滞納が

発生し、本年度当初では未納者が3

0名となっている。引き続き、未納

者の現状を把握しながら償還指導

を行うなど、適切な債権管理に努

めていく。

なお、平成29年度において、時

効が完成となった5名の返還金 4,0

16,647円については、和歌山県債

権整理審査会において不納欠損処

分の承認を得た。

また、新規の未収金の発生防止

のため、被保護者に対しては、7月

から9月にかけて全世帯を訪問し、

保護のしおりやチラシなどにより

説明を行うとともに、返還金が生



じないよう、収入があった場合の

申告や、年2回の収入申告書の提出

について周知徹底するなど、新規

未収金の発生防止に努めていると

ころである。

（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の

還金の未収金については、平成29 未収金については、未納者の生活

年度末で約99万円となっており、 状況の把握に努めるとともに、電

前年度末に比し約12万円減少して 話や自宅への訪問など、償還指導

いる。 に取り組んでいる。

今後も、新規未収金の発生防止 未収金の発生を防止するために

に努めるとともに、未収金につい は、早期の対応が重要であること

て、未納者及び連帯保証人等の現 から、督促状を発送してもなお未

状を把握し、適切な債権管理に努 納の場合は、納期限後連続して3か

められたい。 月の滞納が続けば、借主及び連帯

保証人に対して文書で通知し、双

方に来所を促すなどの方法により

償還を指導している。

また、貸付けに際しては厳正な

審査を実施するとともに、借主や

連帯保証人と面接を行い、貸付け

の趣旨や連帯債務、滞納時の違約

金について確認を行っており、償

還開始の時期が到来した借主に対

しては、償還意識を強く持つよ

う、文書や電話により指導を行っ

ている。

今後も、未収金の新規発生の防

止に努めるとともに、適切な債権

管理に努めていく。

（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29年度末で約7 金については、未納者は過年度分2

6万円となっており、前年度末に比 名で、返済計画に基づいて返済を

し1万円減少している。 行っている。

今後も、未納者の現状を把握 なお、返済が滞る際には、自宅



し、適切な債権管理に努められた への訪問や電話連絡、文書による

い。 通知により、本人に対し返済を指

導している。

今後も、未納者の現状を把握し、

適切な債権管理に努めていく。

（4）意思疎通支援体制整備委託事業 （4）意思疎通支援体制整備委託事業

の履行確認について、検査年月 の履行確認については、取下げに

日、職名及び氏名の記載及び押印 伴うキャンセル料であっても、 履

をいずれも行っていなかったの 行確認を行い、適正に検査年月

で、適正に処理されたい。 日、職名及び氏名を記載し、押印

した上で処理するよう、職員に対

し、周知徹底した。

4 有田振興局建設部

監査実施年月日 平成30年11月19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

県工事において、定められた工期内 本事例の発生経緯及び原因を踏ま

に工事が完了していないにもかかわら え、次に掲げる再発防止策を講じると

ず、工事関係図書及び完成写真等の検 ともに、今後、このようなことが二度

査受検用書類を偽造及び改ざんするこ と発生することのないよう、事務処理

とにより、あたかも工事が完了したか の適正化の徹底と和歌山県公文書管理

のように装い、完了検査を受検し、本 規程（平成13年和歌山県訓令第12号）

来支出することができない工事代金を 等の遵守に努める。

支出するという事例があった。 （1）現場確認と進捗管理の更なる徹

この主な原因は、工程管理や支出に 底

必要な書類の決裁や管理の不徹底、組 （2）監督員から不合理な指示があっ

織的な現場確認を含む進捗管理の懈 た場合の相談窓口の設置

怠、また県規定に基づかない完成検査 （3）検査規程の遵守の徹底

の受検等によるものである。 （4）職場環境の改善

今後は、工事に係る各種法令及び規 （5）コンプライアンス意識の徹底を

程を遵守の上、契約から施工管理、検 図るための研修の実施

査及び支払に至る各段階での書類や、

請負事業者から提出される書類の決裁

等を怠ることなく、また確実に管理

し、保存するとともに、各工事の工程



管理や現場の進捗確認を組織として責

任を持って行うような仕組みを確立

し、このような事態が二度と生じるこ

とのないよう、厳正に対応されたい。

注意事項 注意事項

（1）河川巡視員の報酬において、翌 （1）河川巡視員の報酬の支払につい

月中に支払われていない事例があ ては、担当職員の失念により支払

ったので、適正に処理されたい。 の遅れが生じたものであるが、今

後は適正な事務処理を行うよう職

員に周知徹底した。

（2）放置船舶の処分に係る行政代執 （2）放置船舶の処分に係る行政代執

行費用の未収金については、平成2 行費用の未収金については、未納

9年度末で約51万円であり、前年度 者の死亡後、調査により相続人が

末と同額である。 判明し、現在実態について調査中

今後も、未納者の現状を把握し である。

て、適切な債権管理に努められた 引き続き適切な債権管理に努め

い。 る。

（3）道路改良工事等において、軽易 （3）工事請負契約におけるガイドラ

な変更でない工事の設計変更を工 イン等に基づき適正に処理するよ

期末に行っている事例があったの う、職員に周知徹底した。

で、適正に処理されたい。

（4）工事完成検査の結果の通知が大 （4）工事完成検査の結果の通知につ

幅に遅延している事例があったの いては、適時適正に事務処理を行

で、適正に処理されたい。 い手順を遵守するよう、職員に周

知徹底した。

5 紀中県税事務所

監査実施年月日 平成30年11月19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）個人県民税については、管内市

整理に努力されているところであ 町と意見交換を行い状況把握に努

り、収入率は98.3％と前年度末に めた上で、地方税法第48条に基づ

比し0.2ポイント増加し、平成29年 く県の直接徴収（11市町、約783万

度末の収入未済額も約9,539万円 円）、県職員の併任派遣（３市

と、約733万円減少している。 町）等を通じての助言を実施する



しかしながら、個人県民税の収 などにより収入未済額の縮減に努

入未済額は、県税全体の収入未済 めていく。

額の約95％を占めていることか なお、当事務所が直接徴収する

ら、管内市町への職員派遣や地方 自動車税、個人事業税、不動産取

税法（昭和25年法律第226号）第48 得税等については、滞納者に対す

条の規定に基づく県の直接徴収を る督促、催告、財産調査、差押え

継続実施するとともに、事務所の 等を計画的・効率的に実施するこ

滞納整理の方針に従いその強化を とにより収入未済額の縮減に努め

図り、収入未済額の縮減に向け一 ていく。

層努力され、県税収入の確保に努 また、延滞金の収入未済額につ

められたい。 いても、本税の滞納と同様に財産

また、延滞金の収入未済につい 調査や差押え等による滞納整理を

ても、適切な債権管理により、収 進め、適切に債権管理を行うこと

入未済額の縮減に努められたい。 により、その縮減に努めていく。

（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 でに適宜市町の協力を得て実態調

否か確認していない事例があった 査するなどの確認を行った上で、

ので、適正に処理されたい。 適正に不納欠損処理をしていく。

6 和歌山県有田警察署

監査実施年月日 平成30年11月19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

旅費計算書において、計算誤りによ 赴任旅費における移転料及び着後手

り過支給となっている事例があったの 当の基礎路程の算出誤りにより、過支

で、適正に処理されたい。 給となったものであるが、過支給分に

ついては、返納手続を行った。

今後は、旅費計算書等の内容確認を

徹底するとともに、決裁時のチェック

機能を強化し、再発防止に努める。

7 和歌山県湯浅警察署

監査実施年月日 平成30年11月19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

旅費計算書において、計算誤りによ 赴任旅費における移転料及び着後手

り過支給となっている事例があったの 当の基礎路程の算出誤りにより、過支

で、適正に処理されたい。 給となったものであるが、過支給分に

ついては、返納手続を行った。

今後は、旅費計算書等の内容確認を

徹底するとともに、決裁時のチェック

機能を強化し、再発防止に努める。


