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和歌山県監査公表第和歌山県監査公表第和歌山県監査公表第和歌山県監査公表第７７７７号号号号

平成23年9月22日付け監査報告第11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24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 藤 山 将 材

和歌山県監査委員 服 部 一

１ 知事室

（１）監査実施年月日 平成23年8月22日

（２）監査の結果

注意事項

ア 写真撮影等の業務委託について、簡易公開調達を実施しているが、業務仕様書

に予定写真枚数が記載されていない等不明瞭な点があったので、適正に処理され

たい。

（秘書課）

イ 消耗品に係る単価契約が総務事務集中課に合議されていなかったので、適正

に処理されたい。

（広報課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 業務仕様書に写真の予定枚数及び見積方法を記載することにより、正確に見積

もりできるよう改善した。

（秘書課）

イ 契約事務に関しては、支出事務の手引き等を十分に確認し、適正に処理するよ

う職員に徹底指導した。

（広報課）

２ 国体準備課

（１）監査実施年月日 平成23年8月22日

（２）監査の結果

注意事項

ア 旅行命令簿において、移動方法が公共交通となっているが、出張先の一部行程

でレンタカーを使用しており、旅行命令どおりの出張となっていないので、適正

に処理されたい。

（３）監査結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 該当する出張について、自動車の利用の必要性を認めた上で、適正な旅費を再

計算し、支出済額との差額について返還措置を行った。
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３ 総務部

（１）監査実施年月日 平成23年8月22日

（２）監査の結果

ア 注意事項

(ｱ) 集中調達の印刷物で、納入業者から納期当日に納期を当初の納期より1か月

後の日とする納期変更願が提出されたが、合理的理由がないのに納期の変更を

承認している事例があったので、今後、適正に処理されたい。

（人事課）

(ｲ) 個人県民税を除く県税の収入率は、98.4％と前年度に比べ0.2ポイント増加

し、県税全体の平成22年度末の収入未済額も約26億5900万円と約2億6600万円

圧縮するなど、県税徴収対策本部としての組織的な取組の成果が出ている。

しかしながら、個人県民税については、収入率は93.0％と前年度に比べ0.1

ポイント改善しているものの、県税全体の収入未済額における個人県民税の収

入未済額が占める割合は、約70％と大きなものであるため、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

実施するとともに、今後も市町村や地方税回収機構との連携を深め、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。

また、延滞金等諸収入の収入未済についても、適正な債権管理により、収入

未済額の縮減に努められたい。

（税務課）

(ｳ) 市町村振興資金貸付金に係る借用証書で記載漏れ等があるので、適正に処

理されたい。

（市町村課）

(ｴ) 防災ヘリコプター運航管理業務委託については、特定の者と契約している

が、唯一の委託先とは考えられないので、当該契約あり方を検討の上、適正

に処理されたい。

（消防保安課）

(ｵ) 委託料の執行において、業務が完了していないにもかかわらず、完了した

との検査調書を作成し、経費を支出していたので、適正に処理されたい。

（消防保安課）

(ｶ) 防災ヘリコプター運航管理業務委託において、見積りでは、清掃業務が積

算され、経費支出しているが、清掃を行っている実態がないので、適正に処

理されたい。

（消防保安課）

(ｷ) 公用車の修繕を一人の見積もりにより随意契約で行っているが、二人以上

の者から見積書を徴収されたい。

（消防保安課）

(ｸ) 公用車を管理換えの手続を行うことなく移管していた事例があったので、

適正に処理されたい。
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（消防保安課）

(ｹ) 掃除機を廃棄しているが、物品不用調書及び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。

（消防保安課）

イ 検討事項

庁舎等県有施設の自動販売機については、設置業者の選定について、公募に

よる競争入札の導入を検討されているが、競争性、公平性及び透明性を確保し、

早期の実施に努められたい。

（管財課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 注意事項

(ｱ) 納入業者から納期変更願の提出があった際に、所属内で契約破棄も含めた検

討を行ったが、再発注を行った場合の影響を考え、やむなく例外的な措置とし

て納期を１か月遅らせる変更を認めたものである。

結果的には、他の入札参加者と異なる条件を適用したことになり、今後はこ

のようなことがないよう、慎重に適切な判断をしていきたいと考え、所属内で

の注意喚起を行った。

（人事課）

(ｲ) 県税の徴収対策として、次の改善を行った。

a 県税徴収対策本部の設置

平成23年度においても県税徴収対策本部を設置し、徴収目標と行動指針を

策定して、目標の達成に向け進行管理の徹底を行った。

b 非常勤職員の配置

平成23年度においては、和歌山県緊急雇用創出事業特例基金等を活用して

21名を雇用し、自動車税を中心に電話催告、文書催告等、滞納整理の初動態

勢を強化した。

c 税収確保に向けた市町村との連携

県と市町村が参加する税収確保に向けた研究会を年3回開催し、滞納整理

の活動方針や具体的な強化策を協議した。

また、市町村との共同事業として、合同公売、共同催告、合同滞納整理強

化月間の設定及びショッピングセンターでの休日納税窓口の開設を実施した。

d 市町村へ県の徴税吏員を派遣

県税務職員を市町村へ派遣するため、平成23年度は15市町と協定を締結し、

市町村の滞納整理を支援している。

e 地方税法第48条に基づく個人県民税の直接徴収の実施

平成23年度についても、全県税事務所において約7千万円の徴収困難な案

件を引き受け、滞納整理を実施した。

f 徴収事務研修の実施

平成23年度においては、県及び市町村の担当職員に対し、徴収事務のマネ

ジメント、滞納処分の専門知識及びスキルの習得のための徴収事務研修とし
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て、4月に滞納整理初級研修を、9月に徴収事務（ブロック別）研修（3か

所）及び滞納整理特別研修を、11月に滞納整理専門研修を実施した。

g インターネット公売の実施

インターネット公売については、平成23年度はこれまでに2回実施し、電

話加入権11件を2万7千円で売却し、滞納税金に充てた。

h 延滞金等の債権管理

延滞金等の債権管理については、平成21年9月4日付け出第186号「元本債

権が完納された延滞金及び違約金の調定に係る適正な事務執行について」の

趣旨を踏まえ、本税が完納され金額の確定した延滞金等について調定を行い、

適正な債権管理を行っている。

また、確定延滞金等が発生した場合及び一定期間未納である場合は、文書

等により催告を行うとともに、差押処分を行う等本税と同様に滞納整理を実

施している。

（税務課）

(ｳ) 借用証書に記載漏れ等ないように複数の職員による確認作業を徹底するなど

チェック体制の強化・改善を行った。

（市町村課）

(ｴ) 現在の防災ヘリコプターの運航管理委託業者は、平成17年度に一般競争入札

により決定し、翌年の平成18年度から当該業者と随意契約している。

随意契約理由として、当該業者の操縦士が本県の地勢、飛行条件、気象を熟

知し、県防災航空隊の活動を安全で円滑に実施するための連係や活動指示に伴

う意思疎通が十分出来ていること、整備士が安全な飛行及び運航管理に必要な

防災ヘリの点検、整備について機体の特徴及び過去の点検整備状況を的確に把

握していること、防災ヘリの基地である南紀白浜空港内に賃借可能な格納庫及

び事務所を唯一所有していることを理由として、防災ヘリコプターの運航管理

業務を委託している。しかし、他府県において少数であるが、一般及び指名競

争入札後、複数年契約で運航管理を委託している例もあるため、他府県の契約

状況を十分調査した上で、最善の契約方法を検討する。

（消防保安課）

(ｵ) 完了報告書を十分精査するとともに、完了検査の事務処理に遺漏がないよ

う課員に周知徹底した。

（消防保安課）

(ｶ) 清掃業務について、下水管の清掃及び下水処理費用として見積りに記載す

べきところ、誤って事務所の清掃業務として記載していたため、業者を指導

し、平成23年度分の見積書については修正した。

（消防保安課）

(ｷ) 県の財務規則等関係規定を確認して適切な事務処理を行うよう課員に周知

徹底した。

（消防保安課）

(ｸ) 公用車の管理換えの手続を行うとともに、重要物品管理簿の修正を行った。
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（消防保安課）

(ｹ) 物品不用調書及び不用品処分調書を作成し、総務事務集中課に提出すると

ともに、物品管理簿の修正を行った。

（消防保安課）

イ 検討事項

平成24年4月以降の庁舎等県有施設の自動販売機の設置事業者については、公

募による競争入札を実施した。

（管財課）

４ 企画部

（１）監査実施年月日 平成23年8月23日

（２）監査の結果

注意事項

ア 注意事項

(ｱ) 超過勤務について、勤務時間が週38時間45分を超えていないにもかかわらず、

25/100の手当に当たる2,604円が支給されていたので、返還措置を講じられた

い。

（企画総務課）

(ｲ) プリンターを廃棄しているが、物品不用調書及び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。

（企画総務課）

(ｳ) 県展案内冊子の作成委託において、原版作成時の不注意により、再印刷を行

っているので、今後は適正に処理されたい。

（文化国際課）

(ｴ) 旅行命令簿では居住地からの直行のみとなっているが、ETCカード使用承認

・使用管理簿では、直行・直帰の利用分が記載されており、相違があるので、

適正に処理されたい。

（情報政策課）

イ 検討事項

(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）

(ｳ) 電子申請システムについて、平成22年度の電子申請利用割合が総申請件数の

約36％を占め、前年度から約10ポイントの増加となっているが、一層の利用促

進方策を検討されたい。

（情報政策課）
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（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 注意事項

(ｱ) 総務事務集中課と協議し返還措置を講じ、改めて職員に対し記載方法等制度

の確認を徹底させた。

（企画総務課）

（ｲ） 注意を受けた物品に係る不用調書及び不用品処分調書を直ちに作成し、今後

適切に手続するよう徹底させた。

（企画総務課）

（ｳ） 作品の陳列、写真撮影及び校正において、誤りが生じないよう、複数の職員

で複数回確認することとした。

（文化国際課）

（ｴ） 旅行命令簿の記載内容に不備があり、ETCカード使用承認・使用管理簿との

整合性を欠く結果となったため、旅行命令簿を訂正した。

（情報政策課）

イ 検討事項

(ｱ) コスモパーク加太の利活用については、企業誘致用地及び防災対策用地とし

ての活用に向けて取り組んでいるところである。

企業誘致に関しては、商工観光労働部と連携しながら企業誘致活動に積極的

に取り組んで行く。

また、防災対策用地としては、広域防災拠点の一つに選定されており、引き

続き関係課と協議し、利活用を推進する。

（企画総務課）

(ｲ) 旧南紀白浜空港跡地について、電波障害や高さ制限等若干の利用の制約があ

るが、紀南地域の活性化に向けての企業誘致の可能性等について、町あるいは

関係機関と今後も検討していく。

（企画総務課）

(ｳ) 電子申請については、手続担当課室と連携しながら、より一層利用促進に向

けて取組んでいく。

（情報政策課）

５ 環境生活部

（１）監査実施年月日 平成23年8月22日

（２）監査の結果

注意事項

ア 環境白書については、有償刊行物として販売していることから、無償分につ

いても適正な在庫管理に努められたい。

（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22年度末で、約11億2千万円超となっている。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
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努められたい。

（循環型社会推進課）

ウ 超過勤務・休日勤務命令簿兼振替等整理簿において、日曜日の超過勤務時間を

平日の125/100で計算しているケースがあったので、適正に処理し、不足分を追

給されたい。

（循環型社会推進課）

エ 財団法人紀南環境整備公社の平成22年度廃棄物処理施設整備等事業費補助金に

おいて、同法人の事業計画を把握していながら、過大な交付申請及び請求を見過

ごし、交付決定とその後の概算払まで行っていたので、同法人に対しての指導の

強化とともに適正な事務処理をされたい。

（循環型社会推進課）

オ 旅行命令簿において、早朝出発に該当する出発時刻ではないのに早朝出発と記

載されており、旅費が加算されていたので、適正に処理されたい。

（県民生活課）

カ 社団法人和歌山県青少年育成協会の出損金を公有財産台帳に登記していなかっ

たので、適正に処理されたい。

（青少年・男女共同参画課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 予備監査後、速やかに在庫管理簿を作成し、無償分についても適正な在庫管理

を行っている。

（環境生活総務課）

イ 債務者が無資力であるため、少額の分納により回収を行っているところである。

引き続き債務者の能力に応じた納付指導を行い、未収金の削減に努めるとともに、

適正な債権管理を行っていく。

（循環型社会推進課）

ウ 指摘のあった超過勤務手当について、直ちに不足分を追給し、適正に処理を行

った。

（循環型社会推進課）

エ 財団法人紀南環境整備公社に対し、補助金の適正処理についての通知及び指導

を行った。

また、事務処理に当たっては、今後このようなことのないよう職員に徹底

した。

（循環型社会推進課）

オ 旅費を加算していた職員から平成23年7月20日に全額納付を受け返納した。

（県民生活課）

カ 予備監査後、速やかに出損金を公有財産台帳に登記した。

（青少年・男女共同参画課）

６ 福祉保健部
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（１）監査実施年月日 平成23年8月25日

（２）監査の結果

ア 注意事項

(ｱ) 生活保護費返還金の未収金については、平成22年度末で約3,231万円であり、

前年度に比し約1,331万円減少している。

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未償還金については、平成22年度末で約12万円で

あり、前年度に比し約6万円減少している。

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) 児童福祉施設入所負担金の未収金については、平成22年度末で約1,117万円であ

り、前年度に比し、約105万円増加している。

今後も、新規未収金の発生防止のため、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）

(ｴ) 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成22年度末で約3,744万円で

あり、前年度に比し、約288万円減少している。

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）

(ｵ) 児童扶養手当返還金の未収金については、平成22年度末で約1,466万円であり、

前年度に比し、約229万円減少している。

今後も、新規未収金の発生防止のため、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）

(ｶ) 領収証書については、納入者への交付時に収納員が認印を押印しなければならな

いが、未使用の領収証書にあらかじめ認印が押印されていたので、適正に処理され

たい。

（子ども未来課）

(ｷ) 集中調達外の消耗品の納品で、納品書に当該発注課の受付印、個人印の押印を行

っ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。

（子ども未来課）

(ｸ) 集中調達外の消耗品の納品で、納品書に当該発注課の受付印、個人印の押印を行
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っ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) 児童福祉施設入所負担金の未収金については、平成22年度末で約543万円であり、

前年度に比し約327万円減少している。

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。

（障害福祉課）

(ｺ) 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22年度で約31万円であ

り、前年度に比し約248万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）

(ｻ) 特別障害者手当の未収金については、平成22年度末で約198万円であり、前年度

に比し約11万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）

(ｼ) 旅行命令簿で、用務地の地点名称の記載漏れにより、旅費が誤って支給されてい

るので精算されたい。

（障害福祉課）

(ｽ) 看護職員修学資金貸付金の返還金について、平成22年度末で約47万円が収入未済

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）

(ｾ) 委託料の支出において、履行確認が当該年度を超えていたので、適正に処理され

たい。

（健康づくり推進課）

(ｿ) 集中調達外の消耗品の納品で、納品書に当該発注課の受付印、個人印の押印を行

っ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。

（難病・感染症対策課）

(ﾀ) 国庫支出金については、交付決定通知等を受理したときに調定しなければならな

いが、約1億4千万円の国庫支出金を当該通知の受理後4か月を経過してから調定し

ていた事例があったので、適正に処理されたい。

（難病・感染症対策課）

(ﾁ) 損害保険契約において、従来からの見積合せによる随意契約を実施しているが、

簡易公開調達制度を適用すべき案件であるため、今後適正に処理されたい。

（薬務課）
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イ 検討事項

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）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 注意事項

(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、各振興局に対して行う生活保護法施行事務監査では、生活保護費返還

金についてヒアリングを行い、未納者に対する家庭訪問による償還指導、一括

返還が困難な場合における世帯の実情に応じた分割納付による計画的な返還指

導や定期的な催告状の送付などの粘り強い交渉を行うよう徹底を図った。

（福祉保健総務課）

(ｲ) 介護福祉士等修学資金貸付金の未償還金約12万円については、平成23年4月

以降で25,000円を回収し、削減に努めている。

（福祉保健総務課）

(ｳ) 児童福祉施設負担金の未収金については、文書や電話等による催告、家庭訪

問等により回収を行っており、未納者に対しては、生活実態の把握に努め、一

括納入が困難な場合は、分納指導を行い、未納者の実情に合わせた回収や納付

誓約書を徴するなど、債権の時効を中断させるよう努めている。

また、入所時に扶養義務者に対して、費用負担について十分な説明を行うと

ともに、口座振替を推奨するなど新規未収金の発生防止に努めている。

（子ども未来課）

(ｴ) 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、母子福祉指導員・振興局の母子自立支援員等により、夜間及び休日にお

いても自宅等を訪問して償還指導を行い、未償還金の債権管理に努めるととも

に、自己破産で債務免責となり納入義務が消滅する等徴収できない場合は、速

やかに不納欠損処理を行うなど効率的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るとともに、それぞれの未償還者の実態把

握に努め、必要に応じて分割償還等の方法を採るなど未償還金の回収に努めて

いる。

（子ども未来課）

(ｵ) 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早朝、夜間及び休日に

おいても自宅訪問を実施するなど未収金の回収に努めている。さらに、各振興

局及び市町村との連携を図りながら未納者の生活実態の把握に努めており、返

済に際しては、必要に応じ分割納付の方法を採るなど、それぞれの未納者の実
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情に合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、

速やかに不納欠損処理を行うなど、効率的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、新規申請や現況届の際に支給要

件や諸届出の励行を説明するなど、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、市町村担当職員に徹底している。

（子ども未来課）

(ｶ) 領収証書の認印の押印は、納入者への交付時に押印することを徹底した。

（子ども未来課）

(ｷ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（子ども未来課）

(ｸ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（長寿社会課）

(ｹ) 児童福祉施設負担金の未収金については、文書や電話等による催告、家庭訪

問等により回収を行っており、未納者に対しては生活実態の把握に努め、一括

納入が困難な場合は分納指導を行い、未納者の実情に合わせた回収や納付誓約

書を徴するなど、適切な債権管理に努めている。

（障害福祉課）

(コ) 知的障害者福祉施設負担金の未収金については、文書や電話等による催告、

家庭訪問等により回収を行っており、未納者に対しては生活実態の把握に努め、

一括納入が困難な場合は分納指導を行い、未納者の実情に合わせた回収や納付

誓約書を徴するなど、適切な債権管理に努めている。

（障害福祉課）

(ｻ) 特別障害者手当等返還金については、平成21年4月に作成した「滞納整理マ

ニュアル」により、引き続き、各振興局健康福祉部において効率的な債権管理

に努めている。

また、債権発生の未然防止のため、各振興局及び市町村担当者を対象とした

当該手当制度及び事務処理の説明会を今後も継続して実施する。

（障害福祉課）

(ｼ) 追給処理を行い、併せて旅行命令簿の記載内容の確認を徹底した。

（障害福祉課）

(ｽ) 看護職員修学資金貸付金の返還金については、平成23年12月に全額収納した。

（医務課）

(ｾ) 契約履行の適正な確認事務について、周知徹底した。

（健康づくり推進課）

(ｿ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（難病･感染症対策課）

(ﾀ) 複数回に分けて交付のある補助金について時期を定めて調定していたもので
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あったが、交付決定通知がある都度、速やかに調定を行うこととした。

（難病･感染症対策課）

(ﾁ) 今後、簡易公開調達制度を適用すべき案件については、適正に処理する。

（薬務課）

イ 検討事項

旧六星寮跡地については、平成22年度に建物の解体撤去が完了し、平成23年度

中には境界確定業務が完了予定であり、今後は、処分方法等について検討を行う。

（障害福祉課）

７ 商工観光労働部

（１）監査実施年月日 平成23年8月22日

（２）監査の結果

注意事項

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うなど、債権

回収に取り組まれているが、平成22年度末現在における収入未済額（元金）は81

億348万と多額である。

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、既に事業を廃止、倒産又は休業の状態にある延滞先

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 年末の休日勤務の代休日における勤務について、135/100であるにもかかわらず、

125/100で支給されていた事例が見受けられたので、適正に処理されたい。

（商工振興課）

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22年度末

現在の未償還額は、前年度に比し、12万円減少し、約1,183万円となっているが、

履行期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

権管理に努めれたい。

（企業振興課）

エ 会計課へ合議されていない支出負担行為があったので、適正に処理されたい。

（企業振興課）

オ 社印はあるが代表者印の押印がない請求書で支払いをしているものがあったの

で、適正に処理されたい。

（企業立地課）

カ 超過勤務手当について、平日の勤務時間終了後は125/100であるが、135/100で

支給されているものがあった。

また、週38時間45分の勤務時間超であるのに、代休にかかる25/100の手当が給

されていないものがあったので、いずれも適正に計算し返納及び追給されたい。

（観光振興課）

（３）監査結果に基づき講じた措置
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注意事項

ア 現在分割納入中の延滞先については、継続して経営状況の把握や償還額増額の

交渉に努めるとともに、組合から償還計画書等を提出させ、償還意識を改革し、

その履行を指導した。その上で、事業継続や再生が困難な組合については、組合

資産の任意売却指導を行っている。

破綻組合については、組合資産の競売による債権回収が完了したため、連帯保

証人や法定相続人の状況や資産の調査等を進めた上で償還交渉、資産の任意売却

指導や法的措置の検討などに取り組んでいる。

（商工観光労働総務課）

イ 誤って支給した超過勤務手当を返納させ、適正な休日勤務手当の支給を行った。

措置後は、代休日の取り扱いに注意し、適正に事務を執行するとともに、超過

勤務命令簿の記載方法について職員への周知徹底を行っている。

（商工振興課）

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は、分納計画ど

おりの返還指導及び債権保全のための企業訪問等を行い、経営状況を把握すると

ともに、返還金の完納に向け、粘り強く交渉を行っている。

（企業振興課）

エ 支出負担行為において、合議等に不備がないようチェックを徹底している。

（企業振興課）

オ 請求書に不備がないか支出決定権者によるチェックを徹底している。

（企業立地課）

カ 超過勤務手当について、改めて関係書類を調査し、該当職員への追給を行い、

過払いについては返納を行った。

（観光振興課）

８ 農林水産部

（１）監査実施年月日 平成23年8月24日

（２）監査の結果

ア 注意事項

(ｱ) 集中調達外の消耗品の納品で、納品書に当該発注課の受付印、個人印の押印

を行っ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。

（農林水産総務課）

(ｲ) 集中調達外の消耗品の納品で、納品書が保存され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。

（食品流通課）

(ｳ) 商標冒認出願に対する意義申立に係る委託契約については、随意契約の理由

がないため競争入札に付されたい。

（食品流通課）
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(ｴ) 過年度分の未登記処理については、平成22年度末で、なお、91件が未登記と

なっているので、引き続き登記事務促進対策事業の推進に努められたい。

（農業農村整備課）

(ｵ) 土地改良事業等の竣工に伴い、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）

(ｶ) 公用車の購入において、歳出予算の節の区分に予算がないにもかかわらず入

札が行われ、その予定価格も予算額を上回っていたので、今後適正に処理され

たい。

（農業農村整備課）

(ｷ) 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。

（果樹園芸課）

(ｸ) 食文化体験（梅加工）事業の梅の購入において、一人の見積りにより随意契

約を行っているが、二人以上の者から見積書を徴取されたい。

（果樹園芸課）

(ｹ) 動物用ワクチンの購入において、和歌山県の公共調達制度に反し指名競争入

札を執行していたので、一般競争入札に改められたい。

（畜産課）

(ｺ) 集中調達外の消耗品の納品で、納品書が保存され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。

（畜産課）

(ｻ) 水中ポンプ等の修繕契約については、予定価格が予算額を上回っているとと

もに仕様書に特定のメーカー名が記されていたので、適正に処理されたい。

（畜産課）

(ｼ) 農業改良資金の未収金については、債権者への償還指導の継続により、元金

は110万円減少し、平成22年度末で約113万円となっているが、違約金は同年度

末で約530万円となっており、回収は進んでいない。

今後とも、分割回収計画どおりの債権回収を進めるとともに、新規滞納の防

止に努められたい。

（経営支援課）

(ｽ) 林業改善資金貸付金については、平成22年度の回収額は17万円と厳しい状況

であり、同年度末の未収金は、約1,501万円となっている。

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）

(ｾ) 公用車の購入において、歳出予算の節の区分に予算がないにもかかわらず入

札が行われ、その予定価格も予算額を上回っていたので、今後適正に処理され

たい。

（林業振興課）
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(ｿ) 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）

(ﾀ) 保安林整備受託事業において、特定の者と契約を行っているが、同業務を実

施できる者は複数者あると考えられるため、一般競争入札を実施されたい。

また、当該契約では予定価格を定めておらず、契約書に代えて請書で処理し

ていたので、適正に処理されたい。

（森林整備課）

(ﾁ) 沿岸漁業改善資金貸付金の未収金については、平成22年度末で現年度分が前

年度に比べ約58万円減少し約139万円、過年度分も前年度に比べ約239万円減少

し約1,494万円で、これらに確定分の違約金約546万円を加えると、合計約2,17

9万円となっている。

今後とも、償還指導の徹底による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）

(ﾂ) 集中調達の消耗品の納品で、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。

（資源管理課）

イ 検討事項

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

地の有効活用を検討されたい。

（畜産課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 注意事項

(ｱ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（農林水産総務課）

(ｲ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（食品流通課）

(ｳ) 商標冒認出願に対する意義申立に係る契約について、競争入札により行うよ

う改める。

（食品流通課）

(ｴ) 平成9年度から行っている社団法人和歌山県公共嘱託登記土地家屋調査士協

会を活用した「登記事務促進対策事業」を今後とも推進していくとともに、各

市町に対しても未登記物件に関わる地籍調査を早急に進めるよう働きかける等、

未登記処理について早期の解決を図っていく。

（農業農村整備課）

(ｵ) 土地改良事業等の竣工に伴い、当該事業で設置した工作物を既に市町村及び
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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、譲与促

進を図るため「県有土地改良施設用地譲与促進対策事業」を実施し、県有地の

特定を行うとともに、その現況が公図と一致しない箇所については、社団法人

和歌山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託し、訂正作業を行った後、順

次、機能管理者である市町村及び土地改良区に譲与し、土地改良財産の一元管

理を引き続き図っていく。

（農業農村整備課）

(ｶ) 公用車の購入においては、予算の流用の手続をとるなど和歌山県財務規則

に基づき適正に処理する。

（農業農村整備課）

(ｷ) 支出負担行為の合議については、「予算の取扱いについて」の別表「支出負

担行為等決裁・合議」を複数人で確認しながら、予算を執行している。

（果樹園芸課）

(ｸ) 食文化体験事業の梅の購入については、県下全域の小学校等で事業を実施し

ており、果樹園芸課が一括で契約していたため、県下全域を対象として青梅の

出荷を取り扱う業者は一人しかいないことから、一人の見積りにより随意契約

を行っていた。

今後は、事業を各振興局単位で行い、二人以上の者から見積書を徴取し実施

する。

（果樹園芸課）

(ｹ) 動物用ワクチンの購入契約については、公共調達制度及び財務規則等の規程

を遵守して実施することとした。

（畜産課）

(ｺ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（畜産課）

(ｻ) 契約業務に当たっては、公正な仕様書の作成に留意するとともに、適正な事

務手続を行うよう徹底を図った。

（畜産課）

(ｼ) 農業改良資金貸付金の保全及び回収の事務を委託している和歌山県信用農業

協同組合連合会など関係機関と連携して、滞納者に対し償還指導を行い、分割

償還計画に基づく計画的な債権回収を進めるとともに、新規滞納の防止に努め

ている。

（経営支援課）

(ｽ) 和歌山県森林組合連合会をはじめとする関係森林組合と連携を図りながら、

債務者及び連帯保証人に対し継続して督促を行うとともに、債務者の状況を把

握し、償還指導を行い、未収金の削減に取り組んでいる。

なお、直接交渉を粘り強く重ねた結果、4月から12月までの間に、計31回の

督促をし、計22万円の未収金の回収を行った。

（林業振興課）
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(ｾ) 予算の執行管理に十分に注意を払いながら財務規則に従った事務処理を行う

よう職員に徹底を図った。

（林業振興課）

(ｿ) 債務者が平成23年8月22日に時効の援用を行ったことに伴い債権の消滅時効

が完成したため、平成23年11月に不納欠損処分を行った。

（森林整備課）

(ﾀ) 契約においては、一般競争入札を実施するとともに、事務手続においても財

務規則に基づき適正に執行している。

（森林整備課）

(ﾁ) 債務者に対しては、引き続き文書及び電話による督促や個別面談の実施等を

を行うとともに、漁業協同組合等の協力を得ながら計画的な償還を粘り強く指

導するなど、延滞の長期化防止に努めている。

また、新規滞納者の発生防止策としては、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に努め、新規の延滞発生を防止するよう漁協に

指導をしている。延滞の発生が予想される場合や、やむを得ず新たに延滞が発

生した場合は、早急に文書及び電話による督促や個別面談を実施し、事後の償

還計画の指導を行うなど初期段階での対応に力を入れている。

（水産振興課）

(ﾂ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（資源管理課）

イ 検討事項

和歌山県畜産公社跡地については、譲渡についての協議も含め、当該土地の

有効活用が図れるよう引き続き検討を行う。

（畜産課）

９ 県土整備部

（１）監査実施年月日 平成23年8月23日

（２）監査の結果

ア 注意事項

(ｱ) 道路改良工事現場への不法投棄に伴う撤去費用について、平成22年度末で約

22万円が収入未済となっているので、適切な債権管理に努められたい。

（県土整備総務課）

(ｲ) 集中調達の消耗品の納品で、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。

（技術調査課）

(ｳ) 土木使用料（道路）の未収金は、平成22年度末で約60万円となっており、前年

度に比し約29万円減少している。

引き続き、適切な債権管理に努められたい。
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（道路保全課）

(ｴ) 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22年度末で約128万円が収入未済となっており、前年度に比し約16万円増加して

いる。

引き続き、適切な債権管理に努められたい。

（道路建設課）

(ｵ) 業務委託契約不履行に伴う違約金等は、平成22年度末で約265万円が収入未済と

なっている。

引き続き、適切な債権管理に努められたい。

（河川課）

(ｶ) 土地使用料等の未収金は、平成22年度末で約32万円となっており、前年度に比

し約5万円減少している。

引き続き、適切な債権管理に努められたい｡

（河川課）

(ｷ) 河川敷地の不法占用については、平成22年度末現在、なお16件あるので、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、不法占用を防止するため、河川パトロール等により、河川巡視の強化に

努められたい。

（河川課）

(ｸ) 土地区画整理事業の貸付金の返還金について、平成22年度末で約8,851万円が収

入未済となっている。

引き続き、適切な債権管理に努められたい。

（都市政策課）

(ｹ) 公営住宅の家賃等の未収金について、長期滞納者に対しては、訴訟を提起する

など案件に応じた回収に努められているところであるが、平成22年度末現在で、

収入未済額が約1億9,200万円と依然として多額である。

今後も、未納者の現状を把握して、各振興局、県住宅供給公社及び委託管理人

と連携し、適切な債権管理に努められたい。

（建築住宅課）

(ｺ) 特定公共賃貸住宅は4団地33戸であるが、そのうち入居戸数は平成22年度末現在

6戸となっている。

今後も、県民のニーズを把握し、より効果的なPR方法等を検討し、入居戸数を

増やすよう努められたい。

（建築住宅課）

(ｻ) 県営住宅において、自動販売機設置の用に供することを条件に行政財産の目的

外使用の許可を与えた2件については、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年条例第67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。

（建築住宅課）
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(ｼ) 行政財産の目的外使用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。

（建築住宅課）

(ｽ) 普通財産の貸付けについて、和歌山県公有財産事務規程(平成10年訓令第1号)第

30条第1項の規定に基づく総務部長への協議が行われていなかったので、適正に処

理されたい。

（建築住宅課）

(ｾ) 集中調達外の消耗品の納品で、納品書に発注課室の受付印、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。

（公共建築課）

(ｿ) 港湾施設使用料等の未収金について、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、平成22年度末で、約2,937万円となっている。

引き続き、適切な債権管理に努められたい。

（港湾空港振興課）

(ﾀ) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税となっている土地の

貸付けについて、賃料に消費税を加算した事例があったので、適正に処理された

い。

（港湾空港振興課）

(ﾁ) 平成21年9月に行った弁護士への法律相談に係る弁護士費用を約1年後に過年度

支出した事例があったので、今後このようなことがないよう、適正に処理された

い。

（港湾整備課）

イ 検討事項

(ｱ) 廃道敷地については、平成22年度末で12件が未処理となっているので、引き続

き廃道敷地の現況に応じた適正な管理に努めるとともに処分等を進められたい。

（道路保全課）

(ｲ) 共架電線その他上空に設ける線類について、道路占用料徴収条例(昭和28年条例

第7号)で占用料を定めているが、共架電線等を支持する電柱等が両方とも道路区

域外に建植されている場合は、道路の上空を通っている場合でも占用許可の対象

とせず、占用料を徴収していない。道路の管理権は、道路の管理のため必要かつ

十分な範囲まで及ぶものであり、道路を横断する架空電線の取扱い及び占用料の

徴収について検討されたい。

（道路保全課）

(ｳ) 道路整備事業の残地について、現況を十分把握の上、処理方針を検討されたい。

また、事業休止中のため未利用となっている土地については、適切な管理に努

め、これまで投入してきた財源が無駄にならないよう、速やかに利活用を検討さ

れたい。

（道路建設課）
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(ｴ) 廃川敷地の処理について、平成22年度に2件の処理が完了し同年度末現在で未処

理件数は7件となっている。不法占用には厳正に対処するとともに、防止するため

の資産保全手続及び定期的なパトロールを実施されたい。

また、廃川敷地は、不整地であることなど売却が難しいものが多いので、一定

の条件をつけて貸付けるなどの方策を検討し、引き続き適正な管理に努められた

い。

（河川課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 注意事項

(ｱ) 海草振興局建設部とともに、引き続き納入義務者に関しての情報収集を行い、

定期的に催告を行っている。

（県土整備総務課）

(ｲ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（技術調査課）

(ｳ) 平成22年度末で約60万円の未収金があったが、平成23年度に169,015円を回

収した。

今後も、｢道路占用料の未収金対策マニュアル｣等に基づき担当部局である振

興局建設部に対し、引き続き指導を行っていく。

（道路保全課）

(ｴ) 平成22年度未収入未済額128万円については、引き続き回収に向けて催告す

るなど、厳正な債権管理に努めている。

（道路建設課）

(ｵ) 今後、資産等の状況を調査し、債権回収が不可能な状況であれば徴収停止を

行い、不納欠損の手続について検討する。

（河川課）

(ｶ) 平成22年度末では約32万円であったが、平成23年4月以降も振興局による臨

戸訪問等の強化を行った結果、平成23年11月末現在の未収金は約19万円となっ

ている。

今後とも、滞納者への臨戸訪問等の強化を行い、納入を催告するよう振興局

を指導し、引き続き適切な債権管理に努める。

（河川課）

(ｷ) 河川敷地の不法占用については、現在、「和歌山県河川法違反行為対策指針

」に基づき、度重なる指導や河川敷地の払い下げ検討を行うなどの具体的な対

応を実施している。引き続き不法占用者に対して現状が違法行為であることを

十分に認識させ、その形態等に応じた指導や処分を行い、全面的な解消に努め

ていく。

また、新たな不法占用を防止するため、「河川パトロール実施要領」に基づ

き、引き続き河川巡視の強化に努める。

（河川課）



- 21 -

(ｸ) 土地区画整理事業の貸付金の未収金については、特定調停の結果、区画整理

組合に資産がないため、連帯保証人に対して引き続き時効の中断を行いつつ、

返済の催告を行っている。

（都市政策課）

(ｹ) 公営住宅の未収金については、従前から住宅供給公社、各振興局及び委託管

理人とともに縮減に努力しているところであり、住宅供給公社及び委託管理人

との打合せ会議を通じて滞納状況を把握し、戸別訪問による督促・徴収、保証

人との接触等を繰り返すことで滞納整理に取り組んでいる。平成22年度は、特

に、明渡し訴訟を前提に連帯保証人との接触を強化した結果、年度末の収入未

済額が、前年度末に比べ約3,840万円の減額となっている。昨今の不況による

経済情勢の悪化により未収金回収の困難さが増しているが、新たな滞納者に対

しては、早期段階から納付指導・催告を行うことで未収金の増加を防ぎ、長期

滞納者については、訴訟を含めた法的措置の実施により、更に収納実績の向上

を図るよう努める。

（建築住宅課）

(ｺ) 特定公共賃貸住宅について、近隣民間賃貸住宅の家賃調査を実施の上、平成

23年4月から2割から3割の値下げを実施した。

また、広報誌等で積極的な広報活動を実施するとともに、県営住宅に入居す

る収入超過者等に対するあっせんにも努めている。

（建築住宅課）

(ｻ) 団地集会所の軒下等に設置している自動販売機については、屋外設置との解

釈のもと、財産区分を土地としていたが、所管課と協議の上、平成24年度の許

可からは、適正に処理を行う。

（建築住宅課）

(ｼ) 減額となった使用料については、返還を行った。

今後、適正な事務処理を行うよう職員に徹底した。

（建築住宅課）

(ｽ) 財産貸付け等の事務手続においては、和歌山県公有財産事務規程等に留意し、

適正に執行するよう職員に徹底した。

（建築住宅課）

(ｾ) 物品の納品については、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号総務部長通知を職員に徹底させ、適正な事務処理を行っている。

（公共建築課）

(ｿ) 港湾施設使用料等の未収金については、平成21年7月「港湾等使用料等の未

収対策マニュアル」を作成し、和歌山下津港湾事務所及び各振興局建設部に通

知するとともに、各案件ごとの未収金の実態についてヒアリングを実施するな

ど未収金対策の徹底を図ってきたところである。

また、平成22年度末の未収金約2,937万円については、再三の納付催告等に

より、今年度12月末現在で約73万円が納付され、回収不能等案件の約3万円（1

件）については、不納欠損処理を行い、現在の未収金は2,861万円となってい
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る。このうち、約8割に当たる2,600万円が訴訟に係る案件である。

なお、大口滞納者への滞納債権の回収及び建物等の撤去と土地の明け渡し訴

訟については、県の勝訴判決が確定したので、平成23年度内を目処に強制執行

を行う予定である。

今後も、引き続き、関係機関との連携を密にしながら、未納の未然防止及び

督促等による債権回収に努める。

（港湾空港振興課）

(ﾀ) 誤って徴収した使用料については、返還処理を行った。

今後は、このような事例が発生しないように適正な処理を行う。

（港湾空港振興課）

(ﾁ) 今後このような支出遅れがないように、確認を行うとともに適正な支払管理

について職員に周知徹底を図った。

（港湾整備課）

イ 検討事項

(ｱ) 平成22年度末の未処理の廃道敷地は12件あるが、そのうち1件については隣

接者に払下げを行なった。また2件についても処理手続中である。

廃道敷地については、公図混乱の問題、あるいは形状等の理由など難しい課

題があるが、決定した今後の方策に基づき早期の処理に努める。

（道路保全課）

(ｲ) 道路を横断する架空電線の取扱いについて、他都道府県の状況を調査したと

ころ、回答のあった42都道府県中、37都道府県が占用許可の対象としている状

況である。この結果を踏まえ、共架電線等を支持する電柱等が両方とも道路区

域外に建植されている場合においても、占用許可の対象とする方向で検討して

いく。

（道路保全課）

(ｳ) 道路整備事業の残地について、周辺地権者より請求があり、かつ計画や地形

の形状変更等により道路用地として不用と判断された場合は、市町村等の意見

を聞き、払下げを行っており、平成22年度に1件処理したところである。

今後も、現況を十分把握の上、各振興局建設部と協議し、案件ごとの処理方

針を検討する。

なお、事業休止中のため未利用となっている土地については、周辺の用地買

収が可能となることにより事業が再開されている箇所もあるが、今後も、適切

な管理に努めていく。

（道路建設課）

(ｴ) 廃川敷地の処理については、平成21年度末の未処理件数は9件であったが、

平成22年度中に2件処理し、平成22年度末は7件となっている。さらに、平成23

年6月に売買契約が完了し、1件処理したことにより、平成23年11月末現在の未

処理件数は6件となっている。

今後とも、不法占用を防止するため、河川敷地同様にパトロール等により、

巡視の強化に努めるととも、速やかに処理が行えるよう関係機関等と協議を進
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め、引き続き適正な管理に努める。

（河川課）

10 会計局

（１）監査実施年月日 平成23年8月23日

（２）監査の結果

ア 注意事項

(ｱ) 支出決定されていたが、総務事務集中課出納員の押印が漏れていた支出票を

支払処理していたので、適正に処理されたい。

（会計課）

(ｲ) 旅行命令簿による旅費の計算が誤っているものが見受けられたので、適正に

処理されたい。

（総務事務集中課）

(ｳ) 支出決定された支出票を、総務事務集中課の出納員が決裁せずに、支払機関

に書類を回付していたので、適正に処理されたい。

（総務事務集中課）

(ｴ) 届出による通勤手当認定額の計算が誤っているものがあったので、適正に処

理されたい。

（総務事務集中課）

イ 検討事項

支出負担行為の整理時期について、和歌山県財務規則（昭和63年規則第28号）

で「支出決定をするとき」と定めているものは、報酬、給料、光熱水費、電信電

話料及び単価契約によるもの等に限定されていたが、平成19年度から、契約書又

は請書を作成しない講師等に対する報償金、価格が業者間で異ならない書籍類、

契約書又は請書を作成しない会場使用料等、また、出納員の決裁による総務事務

集中課で処理する物品購入に係る報償費等が追加されている。

予算統制上の観点から「契約時、物品購入時等債務を負うとき」に支出負担行

為を整理するのが適当と考えられる経費があることから、財務規則等の見直しを

検討されたい。

（会計課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

ア 注意事項

(ｱ) 支出処理を行う時点で、支出票の最終チェックを徹底する。

（会計課）

(ｲ) 旅行命令簿の記載事項と旅費計算内容の確認を徹底する。

（総務事務集中課）

(ｳ) 今後支出事務に遺漏のないよう注意する。

（総務事務集中課）

(ｴ) 手当認定額積算時の運賃表等の認定資料の確認を徹底する。

（総務事務集中課）
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イ 検討事項

契約書等を作成しない書籍類の購入及び会場使用料（付随する経費を含む。）

の発注等を行う前に、予算統制の実効性を確保するため、支出に係る予算、発注

金額及び発注先等について、物品を調達するための伺書等により事前に所属長が

決裁する事務処理を徹底するよう、平成23年11月25日付け会第285号にて各所属

長等へ通知した。

（会計課）

11 県議会事務局

（１）監査実施年月日 平成23年8月24日

（２）監査の結果

注意事項

支出負担行為が、総務事務集中課に合議されていなかったので、適正に処理され

たい。

（３）監査結果に基づき講じた措置

注意事項

定められた支出負担行為の決裁・合議区分の確認を徹底し、今後このようなこと

がないよう十分注意する。

12 教育委員会

（１）監査実施年月日 平成23年8月23日

（２）監査の結果

注意事項

ア 平成18年5月に支給された退職手当について、平成19年4月に退職手当を支給さ

れた職員が禁固以上の刑に処せられたため、職員の退職手当に関する条例（昭和

37年条例第57号）第18条第1項第1号に基づき、当該職員から速やかに返納を求め

調定すべきであったが、調定は、平成22年度となっている。一部返納されたが、

平成22年度末で未収金額が約1,285万円となっており、債権の早期回収に努めら

れたい。

（給与課）

イ 職員定期健康診断等委託業務において、一般競争入札を執行しているが、仕様書に

受診者本人の自己負担額の取扱いが明確にされていなかったので、適正な事務処理を

されたい。

（福利課）

ウ 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22年度末で約7億5,230万円と

なっており、前年度末に比し約3,604万円増加している。

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）
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エ 和歌山県修学奨励金返還金の未収金については、平成22年度末で約2,725万円とな

っており、前年度末に比し約1,140万円増加している。

今後も、新規未収金の発生防止のため、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）

オ 超過勤務・休日勤務命令簿兼振替等整理簿において、土曜日の超過勤務時間を平日

の125/100で計算しているケースがあったので、適切に処理し、不足分を追給された

い。

（生涯学習課）

カ 和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会における交通誘導警備業務については、

特定の者と随意契約を実施しているが、当該業務を実施できる者は、複数存在すると

考えられることから、簡易公開調達を実施されたい。

（スポーツ課）

キ 週38時間45分の勤務時間超であるのに、代休にかかる25/100の手当の支給が不足し

ている事例があったので、適正に処理されたい。

（スポーツ課）

ク 集中調達の消耗品の納品で、当該発注課室の受付印、個人印の押印を行っていない

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。

（文化遺産課）

ケ 刀剣類登録申請書に添付された県証紙に消印のなされていないものが2件あったの

で、適正に処理されたい。

（文化遺産課）

コ ねっと安全わかやま委託事業において、予定価格算定における積算内容や仕様書と

業務実績に乖離があったにもかかわらず、内容を十分確認せず契約額どおり支払って

いたので、適正に処理されたい。

（学校指導課）

サ 週38時間45分の勤務時間を超えていないのに、代休にかかる25/100の手当を支給し

ている事例があった。

また、土、日の超過勤務に対する代休対応で、代休時間の不足分について、125/10

0で支給すべきところ､135/100で支給していた事例があったので､いずれも適正に処理

されたい。

（学校人事課）

（３）監査結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 退職手当の返納については、債務者の資力が乏しいため、少額の分納により回

収を行っている。

今後、債務者の能力に応じた納付を指導し、未収金の縮減に努めるとともに、

適切な債権管理を行っていく。
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（給与課）

イ 職員定期健康診断等委託業務において、一般競争入札を執行する際、仕様書に

受診者本人の自己負担額の取扱いを明記し、適正な事務処理を行っていく。

（福利課）

ウ 進学奨学金等については、未納者に対して督促状を定期的に送付し、同時に口

座振替制度の周知を図るとともに、電話や家庭訪問を実施し、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返還や、返還免除等についての指導をき

め細かく行っている。

また、関係市町に貸与台帳を配付し、返還の相談等に対応できるようにしてい

る。さらに、未納者の現状等をデータ化し、未納者の返還に対する意思・意向調

査を実施していくための準備作業を進めている。

なお、その調査結果等に基づき、未納者を分類し、電話や家庭訪問による返還

指導、地域単位での個別相談会、また、悪質滞納者に対する支払督促の予告を通

知するなど、効率的に収納率を高める方策を実施していくこととする。

（生涯学習課）

エ 和歌山県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送付すると

ともに、電話や家庭訪問により、返還指導を行っている。

また、現在貸与中の者には、奨学生としての自覚と返還意識を高める指導を、

在学している学校を通じて行っている。さらに、未納者の現状等をデータ化し、

未納者の返還に対する意思・意向調査を実施していくための準備作業を進めてい

る。

なお、その調査結果等に基づき、未納者を分類し、短期の未納者には、早期に

電話による指導を行い、新規未償還金の発生防止に努めるとともに、電話や家庭

訪問による返還指導や悪質滞納者に対する支払督促の予告を通知するなど、効率

的に収納率を高める方策を実施していくこととする。

（生涯学習課）

オ 支給不足となった超過勤務手当758円については、7月に適切に処理をし、8月

19日支給の給与で追給済みである。

今後は、適正に処理するよう職員に徹底する。

（生涯学習課）

カ 和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会における交通誘導警備業務について

は、平成23年度から簡易公開調達を実施している。

（スポーツ課）

キ 不足支給分については、追給の処理を行った。

今後は、漏れのないよう適正に事務を行う。

（スポーツ課）

ク 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、

物品の納品を受けた際には、担当者が課の受付印及び個人印を押印し、漏れがな

いよう適切な処理を行っている。

（文化遺産課）
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ケ 証紙の消印を担当者が行うとともに、補助者による二重チェックを行い漏れが

ないよう適正な処理を行っている。

（文化遺産課）

コ 予定価格の算定については、契約期間等を再度確認し、適切な価格設定に努め

ている。

また、支払時には、勤務状況を確認できる出勤簿等の提出を求め、内容を十分

審査した上で適切な事務処理に努めるとともに、今後同様の事業における仕様書

の作成時には、業務実績との比較を容易にするため、明確な記載を行うよう徹底

する。

（学校指導課）

サ 超過勤務手当の過払いについて、判明後直ちに本人に連絡を行い、平成23年9

月5日に過払額5,855円を返納した。

また、超過勤務・休日勤務命令簿兼振替等整理簿の記載について、改めて職員

に周知徹底し、適正に事務を行っている。

（学校人事課）

13 公安委員会

（１）監査実施年月日 平成23年8月24日

（２）監査の結果

注意事項

ア 放置違反金の未収金については、平成22年度末で約4,595万円であり、前年度

に比し約1 3 4万円増加している。

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未収金については、平成22年度末で約12万円となっている。

今後も、徴収に向けた取組を積極的に行われたい。

ウ 単価契約書及び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。

エ 新聞購読料については、部数を確認せず支払ったため戻入した事例があったので、

適正に処理されたい。

（３）監査結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 放置違反金の債権管理業務については、以下のとおり実施している。

（ア）催促業務の強化

休日、夜間及び早朝の訪問催促を行うとともに県外滞納者に対しても積極的な

訪問催促を実施している。

また、滞納処分については、金融機関の預貯金だけでなく、生命保険などにも

幅を広げて実施している。

（イ）適切な債権管理

駐車違反管理システムを活用し、適切な債権管理を徹底している。

また、時効切迫事案については、できる限り時効中断措置を講じるなどし、未
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収金の徴収に努めている。

イ 債権者に対し、返還するよう督促を行っており、それぞれ少額ずつではあるが、

返還を受けている。

今後も、定期的な納付書の送付や電話催促を行い、引き続き未収金の徴収に努

めていく。

ウ 支出負担行為については、内容の審査のみでなく、決裁区分及び合議区分に対

しても確認の徹底を行うよう改善に努めている。

エ 新聞購入部数と新聞業者からの請求内容との突合を確実に行い、部数の確認の

徹底を行うよう改善に努めている。


