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平成20年10月30日付け監査報告第13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21年３月２７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 花 田 健 吉

和歌山県監査委員 原 日出夫

１ 総務部

（１）監査実施年月日 平成20年8月22日

（２）監査の結果

県税収入の確保については、県税徴収対策本部の設置や特別徴収チームによる困

難事案の整理等、組織的な徴収対策に取り組まれた結果、平成19年度では、県税収

入率が97.0%と0.2ポイント上昇し、収入未済額（個人県民税を除く。）も前年度に

比べ約1億8,855万円減少するなどの成果が出ている。今後も引き続き、一層の税収

確保及び税負担の公平の確保を図るよう努められたい。

個人県民税の収入未済額については、約2億7,784万円増加（調定額は約126億円

増加）しているので、徴税職員の派遣や地方税法（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等、今後も市町村と連携を深め収入の確保

に努められたい。

（税務課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 県税徴収対策本部の設置

平成15年度より毎年度設置し、徴収目標を掲げ、その達成に向け進行管理を

徹底している。

イ 納税推進員の配置

平成16年度から各県税事務所に配置、自動車税を中心に電話催告、文書催告

などを実施している。

ウ 税収確保に向けた市町村との連携

市町村との税収確保に向けた研究会を開催し、収入率向上に向けたスキーム

や徴収活動のあり方を検討した。また、市町村との共同事業（合同公売、共同



催告、滞納整理強化月間の設定、ショッピングセンターでの休日納税窓口開設

等）を実施した。

エ インターネット公売の実施

平成18年度より実施しているインターネット公売は、本年度は4回実施し、

90件、見積価額約2,500万円を出品した。全国各地から入札可能であるところ

から効果が高く、今後も実施予定である。

オ 市町村への県の徴税吏員を派遣

個人県民税は、税源移譲により収入未済額が約2億8,000万円増加し、今後も

未済額の増加が予測される。対策として市町村への派遣を充実させ（平成20年

度7市町村）、市町村の滞納整理活動の強化を支援していく。

カ 地方税法第48条の規定に基づく個人県民税の直接徴収の実施

平成17年度から全県税事務所で実施中である。平成20年度は1億5,000万円余

を引き受け、12月末現在で20.4％の徴収率（参考：平成19年度の個人県民税滞

繰分収入率は、17.8％）である。

２ 環境生活部

（１）監査実施年月日 平成20年8月21日

（２）監査の結果

橋本市の産業廃棄物不適正処理及び広川町の硫酸ピッチ不法投棄については、代

執行を行い、平成16年度から関係者に対して費用の請求を行っているところである

が、平成19年度末における未収金の状況は、約11億2,143万円となっている。

早期の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

正な債権管理を行われたい。

（廃棄物対策課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

橋本市内の不適正処理に係る行政代執行費用については、求償の対象である法人

は倒産状態、役員3名については無資力なため、少額での分納で対応してきた。平

成20年6月に求償対象者のうち1名が病死したため、3か月間未納となっていたもの

の、平成20年9月から分納を再開させている。今後も納付が滞らないよう指導して

いく。

また、広川町内の不法投棄に係る行政代執行費用については、求償対象者3名の

うち1名は死亡し、相続放棄がなされているが、1名から分納の申出があり、平成18

年9月から分納を開始している。残り1名については所在不明であったが、所在の情

報を入手の上、接見した結果、資力は乏しいものの、納付の意思を確認し、平成20



年12月に納付を行わせた。今後も納付指導を行い、未収金の縮減に努めていく。

３ 福祉保健部

（１）監査実施年月日 平成20年8月22日

（２）監査の結果

ア 生活保護費返還金の平成19年度決算における収入未済額は、約3,677万円であ

り、前年度と比べると約133万円の増加となっている。

未収金は、ここ数年毎年増加しており、今後、徴収金マニュアルに沿って、

各振興局健康福祉部と緊密な連携を図りながら、戸別訪問等徴収に向けた取組

を行うとともに、時効等で債権が消滅し徴収できない場合は、速やかに不納欠

損処分を行うなど、効率的な債権管理に努められたい。

また、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

の発生防止に努められたい。

（福祉保健総務課）

イ 児童福祉施設入所負担金の未収金については、平成19年度末現在約1,020万

円であり、前年度に比べ、過年度分が約116万円減少し、徴収率も6.3ポイント

上昇するなど、滞納整理の一定の効果は出ている。

しかし、未収金は、なお多額に上っており、今後も「児童福祉施設入所負担

金滞納整理マニュアル」に沿って、戸別訪問等徴収に向けた取組を行うととも

に、時効等で債権が消滅し徴収できない場合は、速やかに不納欠損処分を行う

など、効率的な債権管理に努められたい。

また、新規の未収金の発生防止を図るため、入所時における納入指導の徹底

を図られたい。

（子ども未来課）

ウ 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成19年度決算における収

入未済額は、約4,377万円であり、回収に向けた取組や不納欠損処分が行われた

結果、前年度より約355万円減少するなど、滞納整理の一定の成果は出ている。

しかし、未償還金は、なお多額に上っており、今後も償還指導マニュアルに

沿って、戸別訪問等徴収に向けた取組を行うとともに、時効等で債権が消滅し

徴収できない場合は、速やかに不納欠損処分を行うなど、効率的な債権管理に

努められたい。

また、新規の未償還金の発生を防止するため、振興局担当者会議等を通じて、

貸付時における償還指導の徹底を図られたい。

（子ども未来課）

エ 児童扶養手当返還金の未収金については、分納する期限が終了した債権の発



生等により昨年度より約220万円増加し、平成19年度末現在で約1,803万円とな

っている。

今後も債権管理マニュアルに沿って、母子福祉指導員を中心に、本庁と振興

局、市町村が連携し、徴収に向けた取組を行うとともに、時効等で債権が消滅

し徴収できない場合は、速やかに不納欠損処分を行うなど、効率的な債権管理

に努められたい。

また、市町村における窓口指導の強化を図り、受給者の制度の理解を深める

などし、未償還金の発生を抑止されたい。

（子ども未来課）

オ 児童福祉施設入所負担金の平成19年度決算における収入未済額は、約1,798万

円であり、不納欠損処分等が行われた結果、前年度に比べ約639万円減少してお

り、滞納整理の一定の効果は出ている。

しかし、未収金は、なお多額に上っており、今後も「児童福祉施設入所負担

金滞納整理マニュアル」に沿って、戸別訪問等徴収に向けた取組を行うととも

に、時効等で債権が消滅し徴収できない場合は、速やかに不納欠損処分を行う

など、効率的な債権管理に努められたい。

また、新規の未収金の発生防止を図るため、入所時における納入指導の徹底

を図られたい。

（障害福祉課）

カ 知的障害者福祉施設入所負担金については、収入未済額は、約293万円であり、

前年に比べわずかに減少しているものの、なお多額の未収金が残っている状況

にある。

今後、「滞納整理マニュアル」を作成し、戸別訪問等徴収に向けた取組を行

うとともに、時効等で債権が消滅し徴収できない場合は、速やかに不納欠損処

分を行うなど、効率的な債権管理に努められたい。

（障害福祉課）

キ 特別障害者手当等返還金については、収入未済額は約264万円であり、前年に

比べ約17万円減少しているものの、なお多額の未収金が残っている状況にある。

今後、「滞納整理マニュアル」を作成し、戸別訪問等徴収に向けた取組を行

うとともに、時効等で債権が消滅し徴収できない場合は、速やかに不納欠損処

分を行うなど、効率的な債権管理に努められたい。

（障害福祉課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 生活保護費返還金の未収金については、その主な原因となっている保護費不



正受給の防止のため、「和歌山県生活保護運営基本方針」において重点事項と

して位置づけ取り組んでいる。各振興局においても被保護者に対し収入申告義

務の周知徹底を図り、その発生自体を未然に防止するとともに、課税状況調査

をはじめとする各種関係先調査の実施により収入の把握に努めている。

また、未納者に対しては、家庭訪問による償還指導を行うほか、一括返還が

困難な場合には、世帯の実情に応じた分割納付による計画的な返還の指導を行

うなど、ねばり強い指導に努めている。

（福祉保健総務課）

イ 児童福祉施設負担金については、子ども・障害者相談センター及び紀南児童

相談所において、定期的に文書や電話等による催告、家庭訪問等を行うととも

に、滞納者の生活状況の実態把握に努め、分納指導を行うなど、滞納者の実情

に合わせた計画的な償還指導を実施している。

また、時効等により債権が消滅し、徴収できないものについては、不納欠損

処分を行うなど適正な債権管理を行っている。

施設入所等に当たっては、扶養義務者等に対する費用負担義務の指導を徹底

し、新たな未収金の発生防止に努めている。

（子ども未来課）

ウ 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、電話や文書による催告に加

えて、振興局の母子自立支援員、母子福祉指導員等による夜間、休日等におけ

る自宅等を訪問した償還指導や、償還者の実態把握に努めながら必要に応じて

分割償還等を行うなど未償還金の回収に努めるとともに、時効等で債権が消滅

し徴収できない場合は、不納欠損処分を行うなど適正な債権管理に努めている。

また、新規の未償還金の発生を防止するため、振興局担当者会議等を通じて

貸付時における償還指導の徹底を図っている。

（子ども未来課）

エ 児童扶養手当返還金の未収金については、未納者に対して定期的に文書や電

話により催告を行うとともに、母子福祉指導員を中心に自宅訪問を実施するな

ど未収金の回収に努めている。

更に、振興局及び市町村と連携し、未納者の生活実態の把握に努め、返済に

際しては、必要に応じて分割納付を行うなど、未納者の実情にあわせた回収を

行うとともに、時効等で債権が消滅し徴収できない場合は、不納欠損処分を行

うなど適正な債権管理に努めている。

また、返還金の発生を未然に防止するため、市町村窓口において、新規申請

や現況届の際、支給要件や諸届出の励行などについて説明を行い、受給者の制



度への理解を深めるよう、事務指導監査や研修会を通じて、市町村担当職員に

依頼している。

（子ども未来課）

オ 児童福祉施設負担金の未収金については、児童相談所において早期回収と新

たな未収金を防ぐべく、納入指導等について組織的な取組を実施している。

今年度においては、滞納者に対する電話や戸別訪問を実施し、平成20年11月

末現在で、滞納者39件（新規の滞納者1件を含む。）の内、3件が完納となった。

今後も入所時の納入指導により未収金発生を未然に防ぐとともに、戸別訪問、

納入指導等を徹底していく。

（障害福祉課）

カ 知的障害者福祉施設入所負担金については、滞納者3名のうち、収入未済額の

約8割を占める滞納者の相続人について、平成17年12月に相続放棄が確定したこ

とから、放棄された相続財産からの納入を、和歌山家庭裁判所田辺支部及び顧

問弁護士と協議し手続を進めている。

その他2名の滞納者については、電話や戸別訪問を実施し、納入の督促を実施

しているが、滞納者に資力がなく、計画的な返済ができない状況におかれてい

るのが現状である。

引き続き、滞納者に対する電話や戸別訪問を実施するとともに、今後は「滞

納整理マニュアル」を作成し、さらに納入指導等を徹底していく。

なお、平成15年度から支援費制度が導入され、当該負担金は直接施設に支払

われることとなったので、今後、新たな未収金が生じることはない。

（障害福祉課）

キ 特別障害者手当等返還金については、各振興局健康福祉部において文書及び

電話等による納入指導を行っているところであるが、今後は、「滞納整理マニ

ュアル」を作成し、戸別訪問等の取組をさらに強化し、早期回収に努める。

また、手当受給者に対し、受給資格の喪失事由が生じた場合の届出義務を徹

底させる等、過誤払いを未然に防止するよう町村への指導及び連携を強化して

いく。

（障害福祉課）

４ 商工観光労働部

（１）監査実施年月日 平成20年8月20日

（２）監査の結果

中小企業振興資金貸付金については、競売や任意売却、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19年度末現在における収入未済額は



約103億5,300万円と、依然として多額である。

今後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、すでに事業を廃止あるいは倒産、休業状態にある延滞先に

ついては、連帯保証人への徴求等を実施し、債権管理に万全を期されたい。

（償還指導室）

（３）監査結果に基づき講じた措置

現在分割納入中の延滞先については、経営状況の把握に努めるとともに、増額交渉

に取り組んだ。

また、破綻組合については、組合施設の処分は完了したため、連帯保証人への徴

求に取り組んだ。

５ 農林水産部

（１）監査実施年月日 平成20年8月21日

（２）監査の結果

沿岸漁業改善資金貸付金の未償還金について、過年度分は償還が進んでいるが、

新規滞納者の発生等により、未償還金合計は、平成19年度末で約2,500万円であり、

前年度に比べ約110万円減少している。

今後も貸付金の保全の委託先と連携を図りながら、計画的償還の指導に努めると

ともに、新規滞納者の発生防止に努められたい。

（水産振興課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

延滞者や連帯保証人に対し、引き続き、文書や電話による督促を行うとともに、

訪問等による償還指導を粘り強く実施している。

また、借受人の死亡、破産、行方不明などにより回収が困難になった案件につい

ては、契約弁護士との法律相談などを通じ債権確保に努めている。

新たな延滞の発生防止については、約定償還日到来前から漁協を通じて各借受者

の償還見込みの把握を行うとともに、延滞の発生が予想される場合、また、やむを

得ず、新たに延滞が発生した場合には、漁協と連携しながら、個別面談等を速やか

に実施し、事後の償還計画の指導を行うなど、延滞が長期化しないよう初期の段階

での迅速な対応を行っている。

６ 県土整備部

（１）監査実施年月日 平成20年8月20日

（２）監査の結果

ア 工事請負契約不履行に伴う違約金は、平成19年度末で11人の約1,077万円が収

入未済となっているため、今後も引き続き未収金の解消に努め、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、個々の実情に応じた厳正な債

権管理に努められたい。

（技術調査課）

イ 県土整備部で管理している平成19年度末における廃道敷地の未処理件数は、

14件となっている。

廃道敷地については、今後、払い下げや現道復帰・資材置き場等有効利用計

画等を検討しているところであるが、これらのほか、早期処分できないものに

ついては、地元市町村と調整を図るとともに、待避所、花壇等として計画的に

道路区域に編入するなど、有効活用を図り適正管理に努められたい。

（道路保全課）

ウ 工事請負契約不履行に伴う違約金は、平成19年度末では、約265万円が収入未

済となっているため、今後も引き続き未収金の解消に努め、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）

エ 県営住宅・特定公共賃貸住宅・駐車場を合わせた平成19年度の調定額は、約

15億円で、年度末の収入未済額は、約2億3,900万円と多額である。

未納者に対しては、「家賃滞納者等に対する措置マニュアル」に基づき未収

金の回収に努めているところであるが、職員も計画的に訪問するなどにより一

層の組織的な取組が必要である。

また、新規の未収金の発生防止を図るとともに、今後も引き続き、各振興局

及び住宅供給公社（委託分）への指導を強化し、債権管理に努められたい。

（住宅環境課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 工事請負契約不履行に伴う違約金の未収金については、債務者が所在不明に

なっているなど徴収の困難なものがほとんどであるが、各債務者の実態把握を

引き続き行い、未収金解消に努めるとともに回収不可能な未収金については、

不納欠損処理を行い、厳正な債権管理に努めていく。

（技術調査課）

イ 廃道敷地の処分については、山間地に多いことや未登記問題、公図混乱の問

題、あるいは形状等の理由など難しい課題もあるが、売払い、市町村への移管、

現道復帰など案件ごとの処理方針を定め、引き続き早期処理に努めていく。

（道路保全課）

ウ 工事請負契約不履行に伴う違約金の未収金については、債務者が所在不明に

なっているなど徴収の困難なものがほとんどであるが、各債務者の実態把握を



引き続き行い、未収金解消に努めるとともに回収不可能な未収金については、

不納欠損処理を行い、厳正な債権管理に努めていく。

（河川課）

エ 公営住宅の未収金については、住宅供給公社、各振興局及び委託管理人と連

携し縮減に努めている。職員を含め計画的に夜間訪問するなど、組織的な取組

を強化し、徴収実績の向上を図るとともに、新たな滞納者に対しては早期段階

から納付指導や催促を行い未収金の増加を防ぎ、長期滞納者に対しては訴訟等

法的措置を実施するなど、なお一層の適正な債権管理に努めていく。

（住宅環境課）

７ 教育委員会

（１）監査実施年月日 平成20年8月21日

（２）監査の結果

進学奨学金等の未収金は、平成19年度末で約6億1,746万円と、前年度に比べ約6,

953万円増加している。

また、特別会計の修学奨励金の未収金についても、約537万円と前年度に比べ約3

18万円増加している。

未納者に対し鋭意償還指導に努めているところであるが、今後も一層未納者の現

状把握に努めるとともに、償還指導を行い、未収金の減少に努められたい。

また、新規未償還金の発生防止に努められたい。

（生涯学習課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

進学奨学金等については、償還に対する理解や早期返還を促すため、関係市町や

隣保館等の協力を得て地域単位で償還に関する個別相談会を開催するとともに、夜

間及び休日を含めた家庭訪問を実施し、未納者の現状等により、分割納付の方法を

採るなど計画的な償還や、償還免除についての指導をきめ細かく行った。

また、未納者に対して督促状・催告状を定期的に交付するとともに、関係市町に

貸与台帳等を配付し、償還の相談等に対応できるようにした。

特別会計の修学奨励金については、未納者に対して督促状を定期的に交付すると

ともに、夜間及び休日を含めた電話や家庭訪問による償還指導を行った。

また、本年度返還開始者で未納となった者には、継続して未納とならないよう電

話や家庭訪問による早期の償還指導を行い、新規未償還金の発生防止に努めた。

さらに、未収金問題を解決するため、関係各課で構成する会議を教育委員会重点

施策プロジェクトの一つとして位置づけ、今後の対策等について検討を行っている。


