
和歌山県監査公表第１９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２２年

８月２３日、同月２４日、同月２６日及び同月２７日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２２年１１月１９日

和歌山県監査委員 楠 本 隆

和歌山県監査委員 足 立 聖 子

和歌山県監査委員 尾 﨑 太 郎

和歌山県監査委員 角 田 秀 樹

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

知事室 平成２２年８月２３日

総務部 平成２２年８月２４日

企画部 平成２２年８月２３日

環境生活部 平成２２年８月２６日

福祉保健部 平成２２年８月２３日

商工観光労働部 平成２２年８月２３日

農林水産部 平成２２年８月２６日

県土整備部 平成２２年８月２７日

会計局 平成２２年８月２４日

県議会 平成２２年８月２６日

人事委員会 平成２２年８月２６日

労働委員会 平成２２年８月２７日

選挙管理委員会 平成２２年８月２４日

監査委員 平成２２年８月２７日

教育委員会 平成２２年８月２４日

公安委員会 平成２２年８月２４日

２ 監査の結果

(１) 指摘事項

なし

（２）注意事項

知事室

ア 納品書へ受付印が押印されていない事例があったので、平成21年1月5日付け出

第306号会計管理者通知及び財第235号総務部長通知に従い、適正に処理されたい。

（広報課）



総務部

ア 委託料の単価契約が、会計課へ合議されていなかったので適正に処理されたい。

（総務学事課）

イ 集中調達物品の消耗品で、物品調達伺書を起案した職員が納品検査を行ってい

たので、平成21年1月5日付け出第306号会計管理者通知及び財第235号総務部長通

知に従い、適正に処理されたい。

（人事課）

ウ 県税収入の確保について

個人県民税を除く県税の収入率は、98.2％と前年度に比べ0.2ポイント減少し

たが、収入未済額は2億68万円圧縮するなど県税徴収対策本部での徴収目標の設

定や進行管理の徹底、滞納処分の強化等､組織的な取組の成果が出ている。

しかしながら、個人県民税の収入率は、税源移譲による調定額の増加もあり、

92.9％と前年度に比べ0.1ポイント悪化しているので、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

など、今後も市町村と連携を深め、全体として県税収入率向上対策事業の推進に

より、収入の確保に努められたい。

（税務課）

エ 支出負担行為4件が、会計課及び総務事務集中課へ合議されていなかったので適

正に処理されたい。

（税務課）

オ 超過勤務手当について、勤務時間（代休を除く。）が週38時間45分を超えてい

ないにもかかわらず、25/100の手当を支給していた事例や、勤務時間（代休を除

く。）が週38時間45分を超えているが、時間の計算を誤って、25/100の手当を支

給していた事例により、2,498円が過支給となっているので、返還措置を講じら

れたい。

（管財課）

カ 支出負担行為が、会計課へ合議されていなかったので適正に処理されたい。

（危機管理課）

キ 支出負担行為が、総務事務集中課へ合議されていなかったので適正に処理され

たい。

（消防保安課）

企画部

ア 随時の資金前渡精算票で、精算の根拠となる添付書類が一部不足していたため、

精算金額が確認できない事例があったので注意した。

（文化国際課）

イ 超過勤務手当について、週休日に７時間勤務し４時間の振替を行った場合、残

時間については125/100の支給率となるが、135/100で支給しているものが２件あ

ったので、差額1,095円について返還措置されたい。

（情報政策課）

ウ 支出負担行為が、総務事務集中課へ合議されていなかったので、適正に処理さ

れたい。



（地域政策課）

エ 物品の処分について、物品不用調書により不用決定されているが、廃棄する場

合の不用品処分調書が作成されていなかったので適正に処理されたい。

（人権政策課）

環境生活部

ア 行政財産である建物（妙法山公衆便所）を和歌山県公有財産事務規程（平成10

年和歌山県訓令第1号）第17条に基づく用途廃止の手続なしに取り壊し、公有財産

に関する事務を総括する総務部長へ処分に係る報告が行われたのは、取壊し後、

約7年を経過してからであった。

今後このようなことがないよう本県公有財産の取得、管理及び処分に関する規

程等を遵守されたい。

（環境生活総務課）

イ 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21年度末で、約11億2千万円となっている。

早期回収は困難と思われるが、今後も、分納が滞らないよう納付指導を行い、

適正な債権管理に努められたい。

（循環型社会推進課）

ウ 集中調達物品の消耗品費の納品書の受付において、発注課室の受付印、職員の

個人印を押印していないものが散見されたので、平成21年1月5日付け出第306号

会計管理者及び財第235号総務部長通知に従い、適正に処理されたい。

（県民生活課）

エ 公衆電話設置の用に供することを条件に指定管理者に行政財産の使用許可を与

えた事例については、財産の区分を土地とし、和歌山県使用料及び手数料条例に

基づき土地の種別で使用料を算定しているが、公衆電話の設置場所から財産の区

分は、建物が適切と考えられるので、適正に処理されたい。

（青少年・男女共同参画課）

福祉保健部

ア 生活保護費返還金の未収金については、平成21年度末で約4,562万円であり、

前年度に比し約703万円増加している。

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。

（福祉保健総務課）

イ 介護福祉士等修学資金貸付金の収入未収金については、平成21年度で約18万円

であり、前年度に比し若干減少している。

今後も、徴収に向けた取組を積極的に行われたい。

（福祉保健総務課）

ウ 集中調達物品の消耗品費で、物品調達調書を起案した職員が納品検査を行って

いたので、平成21年1月5日付け出第306号会計管理者通知及び財第235号総務部長



通知に従い、適正に処理されたい。

（福祉保健総務課）

エ 児童福祉施設入所負担金の未収金については、平成21年度末で約1,012万円で

あり、前年度に比し、約233万円減少している。

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。

（子ども未来課）

オ 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成21年度末で約4,032万円で

あり、前年度に比し約101万円減少している。

今後も、振興局担当者会議等を通じて、新規未償還金の発生防止に努めるとと

もに、過年度分の未償還金について、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。

（子ども未来課）

カ 児童扶養手当返還金の未収金については、平成21年度末で約1,695万円であり、

前年度に比し、約72万円減少している。

今後も、新規未収金の発生防止のために、市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。

（子ども未来課）

キ 支出負担行為が、総務事務集中課へ合議されていなかったので適正に処理され

たい。

（子ども未来課）

ク 集中調達物品の消耗品費で、物品調達調書を起案した職員が納品検査を行って

いたので、平成21年1月5日付け出第306号会計管理者通知及び財第235号総務部長

通知に従い、適正に処理されたい。

（長寿社会課）

ケ 支出負担行為が、会計課へ合議されていなかったので適正に処理されたい。

（長寿社会課）

コ 児童福祉施設入所負担金の未収金については、平成21年度末で約870万円であ

り、前年度に比し約752万円減少している。

今後も、新規未収金の発生防止のために入所時における納入指導を行うととも

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。

（障害福祉課）

サ 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21年度で約279万円

であり、前年度に比し約13万円の減少となっている。

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。

（障害福祉課）

シ 特別障害者手当の未収金については、平成21年度末で約209万円であり、前年

度に比し約16万円の減少となっている。

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。

（障害福祉課）

ス 身体障害者介助犬給付事業の返還金50万円について、今後も徴収に向けた取組

を積極的に行われたい。

（障害福祉課）

セ 集中調達物品の消耗品費で、物品調達伺書を起案した職員が納品検査を行って

いたので、平成21年1月5日付け出第306号会計管理者通知及び財235号総務部長通

知に従い、適正に処理されたい。

（障害福祉課）

ソ 委託料の単価契約（1件）、支出負担行為（1件）が会計課へ、又支出負担行為

（1件）が総務事務集中課へ合議されていなかったので適正に処理されたい。

（障害福祉課）

タ 看護職員修学資金貸付金の返還金について、平成21年度末で504,000円が収入

未済となっている。

今後も、未納者の現状を把握して適切な債権管理に努められたい。

（医務課）

商工観光労働部

ア 中小企業振興資金貸付金については、連帯保証人への徴求等を行って、債権回

収に取り組まれているが、平成21年度末現在における収入未済額（元金）は79億

1,572万円と、依然として多額である。

今後とも、分割納入中の延滞先については、経営状況を十分把握し、分割納入

額の増額交渉を強化し、また、すでに事業を廃止、倒産又は休業状態にある延滞

先については、連帯保証人への徴求などを強化し、債権管理に万全を期されたい。

（商工観光労働総務課）

イ 支出負担行為が、会計課へ合議されていなかったので適正に処理されたい。

（商工観光労働総務課）

ウ 和歌山県中小企業新分野進出支援事業費補助金返還金について、平成21年度末

現在の未償還額は、1,196万円であり、前年度に比し、13万円減少しているが、

履行期限延長承認申請書による分納計画どおり返還されていないので、引き続き

債権管理に努力されたい。

（企業振興課）

エ 県の補助事業である社団法人和歌山県観光連盟の観光振興事業において、観光

情報誌の広告料収入があるにもかかわらず、事業実績報告書に記載されていない

ので適切に処理されたい。

（観光振興課）

オ 週休日に勤務し、4時間の振替を行った場合で、勤務時間が38時間45分超であ

るのに25/100の超過勤務手当が支給されていないものが1件あったので手当額

2,620円について適切に処理されたい。

（観光交流課）



農林水産部

ア 「わかやま喜集館」における和歌山県産品展示運営業務委託について、随意契

約を締結しているが、唯一の委託先とは考えられないので、今後は適正な事務処

理手続きをされたい。

（食品流通課）

イ 過年度分の未登記処理については、「登記事務促進対策事業」の推進等により

問題の解決に努められているが、平成21年度末で、なお、91件が未登記となって

いるので、引き続き同事業の推進に努められたい。

（農業農村整備課）

ウ 土地改良事業等の竣工にともない、当該事業で設置した工作物を既に市町村及

び土地改良区に譲与し、底地のみが県所有となっている土地については、引き続

き計画的に譲与を進めるよう努められたい。

（農業農村整備課）

エ 和歌山県証紙規則（昭和39年和歌山県規則第29条）第３条の２において、当該

書面の紙面と当該書面に貼られた証紙の彩紋とにかけて消印をしなければならな

いと定められているが、消印されていない事例があったので、必ず消印されたい。

（果樹園芸課）

オ 農業改良資金の未収金については、債務者への償還指導の継続により、元金は

129万円減少し、平成21年度末で約222万円となっているが、違約金は同年度末で

約315万円となっており、回収は進んでいない。

今後とも、継続的な債権回収と新規滞納の防止に努められたい。

（経営支援課）

カ 林業・木材産業改善資金貸付金については、関係機関とも連携を図りながら未

収金の回収に努められているが、平成21年度の回収額は14万円と厳しい状況であ

り、同年度末の未収金は、約1,633万円となっている。

今後とも、法的措置も検討しながら未収金の早期回収に努められたい。

（林業振興課）

キ 日高振興局内の平成13年度治山事業工事に係る違約金の未収金約40万円につい

ては、引き続き債権管理に努めるよう指導されたい。

（森林整備課）

ク 沿岸漁業改善資金貸付金の未収金については、平成21年度末で現年度分が、前

年度に比べ、約150万円減少し、約197万円、過年度分が、前年度に比し約119万

円増加し、約1,733万円で、これらに、確定分の違約金、約583万円を加えると、

合計約2,513万円となっている。

今後とも、償還指導の徹底により、延滞の長期化防止及び新規滞納者の発生防

止に努められたい。

（水産振興課）

県土整備部

ア 工事請負契約不履行に伴う違約金は、平成21年度末では、11件の約1,070万円

が収入未済となっているため、今後も引き続き未収金解消に努め、不納欠損処分

すべきものについては適切に処理するとともに、個々の実状に応じた厳正な債権



管理に努められたい。

（技術調査課）

イ 超過勤務手当について、代休取得していない土曜日の超過勤務に対し、

135/100の手当しか支給できないにもかかわらず、25/100の手当1,797円を過支給

していたので、返還措置を講じられたい。

（技術調査課）

ウ 集中調達物品の消耗品費の納品書の受付において、職員の個人印を押印してい

ないものが1件あり、また、和歌山県公文書管理規程（平成13年訓令第12号）の規

定とは異なる収受印を押印しているものや個人印が不適切な場所に押印されてい

るものが散見されたので、平成21年1月5日付け出第306号会計管理者及び財第235

号総務部長通知に従い、適正に処理されたい。

（技術調査課）

エ 土木使用料（道路）等の未収金は、平成21年度末で約89万円と昨年度に比し増

えており、今後とも債務者の現況を把握の上、担当部局を指導し、適切な債権管

理に努めるととも、不納欠損処分すべきものについては適切に処理されたい。

（道路保全課）

オ 集中調達物品の消耗品費の納品書について、保管漏れが3件あったので、平成

21年1月5日付け出第306号会計管理者及び財第235号総務部長通知に従い、適正に

処理されたい。

（道路保全課）

カ ETC使用承認・使用管理簿を作成しておらず、かつＥＴＣの使用状況を管理して

いないので、適正に処理されたい。

（道路保全課）

キ 工事請負契約不履行に伴う違約金及び延滞金並びに不法占用代執行経費は、平

成21年度末で112万円が収入未済となっている。

引き続き、未収金解消に努め、不納欠損処分できるものについては適切に処理

するとともに、厳正な債権管理に努められたい。

（道路建設課）

ク 工事請負契約不履行に伴う違約金等は、平成21年度末で、約265万円が収入未

済となっている。

引き続き、未収金解消に努め、不納欠損処分すべきものについては適切に処理

するとともに、厳正な債権管理に努められたい。

（河川課）

ケ 土地使用料(河川堤塘)の未収金は、平成21年度末で約35万円が収入未済となっ

ている。

引き続き、各振興局を指導し、未収金の削減に努められたい｡

（河川課）

コ 河川敷地の不法占用については、平成21年度末現在、なお16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、新規の不法占用をなくすため、

河川パトロール等により、河川巡視の強化を図られたい。

（河川課）

サ 土地区画整理事業の貸付金の返還金について、約8,851万円収入未済となってい



るので、引き続き、適切な債権管理に努められたい。

（都市政策課）

シ 県営住宅・特定公共賃貸住宅・駐車場を合わせた平成21年度末の収入未済額は、

約2億3，040万円と多額である。

引き続き、未納者に対しては、各振興局、住宅公社（委託先）及び委託管理人

と連携し、適正な債権管理に努められたい。

（建築住宅課）

ス 県営住宅家賃等損害賠償金の平成21年度末の収入未済額は約255万円あり、引

き続き回収に努めるとともに適正管理に努められたい。

（建築住宅課）

セ 特定公共賃貸住宅は4団地、33戸であるが、その内入居戸数は平成21年度末現

在わずか7戸となっている。

今後は、県民ニーズ及びPR方法等を検討し、入居戸数を増やすよう努力された

い。

（建築住宅課）

ソ 旅行命令簿で、復命されていない事例があったので、適正に処理されたい。

（建築住宅課）

タ 港湾施設使用料等の未収金は、平成21年度末で、約3,323万円あり、過半を占

める大口滞納者に対して訴訟提起するなどの努力はされているが、引き続き、未

収金解消に向け、努力されたい。

（港湾空港振興課）

チ 集中調達物品の消耗品費の納品書の受付において、発注課室の受付印及び職員

の個人印を押印していないものがあったので、平成21年1月5日付け出第306号会計

管理者及び財第235号総務部長通知に従い、適正に処理されたい。

（港湾整備課）

会計局

ア 出納機関へ合議のない各所属の支出負担行為票が見受けられたので、合議区分

に従った事務処理の徹底を各所属に指導されたい。

（会計課）

選挙管理委員会

ア 収支報告書の写しの交付請求書に貼付された県証紙への消印漏れがあり、証紙

徴収実績簿への記載もされていなかった。このため、証紙徴収実績報告書にも報

告漏れとなっていた事例があったので、今後は、適切に事務処理されたい。

教育委員会

ア 教育財産使用許可期間中に許可を受けた者から使用許可数量の変更申請があり、

変更許可を与え使用料が減額となった事例について、減額分の使用料を返還して

いないので、適正に処理されたい。

（総務課）

イ 超過勤務手当について、125/100の手当 13,651円が過支給されていたので、返



還措置を講じられたい。

（給与課）

ウ 恩給の過誤払いによる返還金債権に係る債務を弁済すべき者が死亡し、相続人

全員が相続放棄した事例について、不納欠損処理等が適正に行われていなかった

ので、関係規程等に基づき適正に事務処理されたい。

（福利課）

エ 進学奨学金等返還金の未収金については、個別相談会の開催や家庭訪問等の実

施による償還指導等に努められているところであるが、平成21年度末で約7億

1,626万円となっており、前年度末に比し約4,384万円増加している。

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を検討し、引き

続き債権管理に努められたい。

（生涯学習課）

オ 和歌山県修学奨励金返還金の未収金については、平成21年度末で約1,585万円

となっており、前年度末に比し約695万円増加している。

今後も、新規未収金の発生防止のために貸付時における償還指導の徹底を図る

とともに、未納者の現状を把握し、事例によっては連帯保証人に対し償還を求め

るなど、引き続き債権管理に努められたい。

（生涯学習課）

カ 県立体育館において、集中調達物品の消耗品費の納品書が保管されていないも

のや納品書の受付において、発注課室の受付印及び職員の個人印を押印していな

いものが散見されたので、平成21年1月5日付け出第306号会計管理者及び財第235

号総務部長通知に従い、適正に処理されたい。

（スポーツ課）

キ 和歌山ビッグ愛及び和歌山ビッグホエールにおいて自動販売機設置(6か所7

台)の用に供することを条件に教育財産の使用許可を与えた事例については、財

産の区分を土地とし、和歌山県使用料及び手数料条例（昭和22年和歌山県条例第

28号）に基づき土地の種別で使用料を算定しているが、自動販売機の設置場所か

ら財産の区分は、建物が適切と考えられるので、適正に処理されたい。

（スポーツ課）

ク 和歌山県体力開発センーター内の普通財産である物件を賃貸ししているが、賃

料の算定が「普通財産（土地及び建物）の貸付料算定基準」により行われていな

いので、適正に事務処理されたい。

（スポーツ課）

ケ 社団法人和歌山県体育協会が、県から平成21年度スポーツ団体組織強化・国体

準備事業補助金の交付を受け、加盟団体に対して補助金を支出する際、当該団体

名義の口座ではなく所属の個人名義の口座に振込んだ事例があったので、今後、

適正に会計事務処理するよう指導されたい。

（スポーツ課）

警察本部

ア 放置違反金の平成21年度決算における未収金は、約4,461万円であり、前年度

に比し約212万円増加している。

今後も、未納者の現状を把握して、適切な債権管理に努められたい。



イ 普通扶助料返還金の平成21年度決算における未収金約13万円について、今後も、

徴収に向けた取組を積極的に行われたい。

（３）検討事項

企画部

ア コスモパーク加太の未利用地（ 894,780㎡）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。

（企画総務課）

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。

（企画総務課）

環境生活部

ア 県民生活課では、和歌山交通公園の管理に関する事務を所掌しているが、当該

土地については、警察本部所管の行政財産となっている。和歌山県公有財産事務

規程では、当該行政財産を公共用に供する事務又は事業を所管する部局長が行政

財産に関する事務を所掌することになっているので、当該行政財産の所管換えに

ついて警察本部長と協議されたい。

（県民生活課）

福祉保健部

ア 旧六星寮の土地について、有効利用を図られたい。

（障害福祉課）

農林水産部

ア 普通財産である社団法人和歌山県畜産公社跡地については、引き続き、当該土

地の有効活用に努められたい。

（畜産課）

イ 県栽培漁業センター及び北部栽培漁業センター運営業務委託事業において、

当該委託事業と委託先の自主事業との経理区分が不明確であるので、明確な経

理区分できるよう検討されたい。

（水産振興課）

県土整備部

ア 廃道敷地については、平成21年度末で12件が未処理となっているので、適正

な管理と有効活用の検討に努められたい。

また、廃道敷地以外の未利用地については、現況を十分把握のうえ、早期に

処理方針を検討されたい。

（道路保全課）

イ 廃川敷地の処理について、平成21年度末現在で未処理件数は9件となっている。



今後も、各案件に適した早期処理方法を検討のうえ、引き続き適正管理に努め

られたい。

（河川課）

教育委員会

ア 県立学校では、試験会場等に使用することを目的に教室や会議室等の使用許可

を与えている。教育財産の使用料については、和歌山県使用料及び手数料条例に

基づくほか、その細目を県立学校の会議室等使用料の徴収取扱い要綱に定めてお

り、本件使用料は、同要綱に基づき徴収している。同要綱別表備考欄には、教室

を使用するときは、同別表に規定する額を3割4分増とすることが明記されている

が、教室以外の施設については、使用料を割増しすることが規定されていない。

特に教室より面積が大きい施設では、空調設備を使用することにより、教室以上

に電気料金がかさむこととなるので、教室以外の各室の適切な使用料について検

討されたい。

（総務課）

イ 有田川町清水1672-3 の教職員住宅 (1戸)、上富田町岩田1787-8の教職員住宅

(4戸)及び田辺市学園28-15の教職員住宅 (2戸)については、長期間入居者が無

く未利用である。

耐震診断結果を踏まえ、用途廃止も視野に入れ公有財産の有効活用について

引き続き、検討されたい。

（福利課）

ウ スポーツ課では、和歌山県教育庁組織規則（平成15年教育委員会規則第14号）

に基づき県立武道館に関する事務を所掌しているが、当該武道館の敷地について

は、和歌山県総務部長所管の行政財産となっている。和歌山県公有財産事務規程

では、当該行政財産を公共用に供する事務又は事業を所管する部局長が行政財産

に関する事務を所掌することになっているので、当該行政財産の所管換えについ

て総務部長と協議されたい。

（スポーツ課）

エ 県立近代美術館、県立博物館、県立紀伊風土記の丘資料館及び県立自然博物

館において、学校教育活動により児童生徒を引率する教員については、当該施

設の入場料等を定める規定の「引率者」に該当すると解釈されるので、規程の

整備も含め、今後検討されたい。

（文化遺産課）

（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。


