
和歌山県監査公表第３５号
平成１９年８月９日付け監査報告第１０号の監査結果に基づき、知事から措置を

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１９年１１月１６日

和歌山県監査委員 垣 平 髙 男
和歌山県監査委員 築 野 富 美
和歌山県監査委員 前 芝 雅 嗣
和歌山県監査委員 浅 井 修一郎

１ 和歌山県税事務所
(1)監査実施年月日 平成１９年８月１日
(2)監査の結果

県税の未収金については、組織的な体制の整備を図り滞納整理に努力され
た結果、平成１８年度末における収入未済額（個人県民税を除く ）は約８億。
５，４１７万円と前年度末に比べ、約７，７４５万円の減少となった。

今後とも、継続的な交渉や広範かつ徹底した資産調査等により滞納者の現
況把握に努め、特に高額滞納者に対する優先的な取組に重点を置くなど滞納
整理の強化を図るとともに、個人県民税の未収金（大口で悪質なもの）につ
いては、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４８条の規定に基づく県
の直接徴収を継続実施するなど、収入未済額の縮減に向け一層努力され、県
税収入の確保に努められたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置

ア 基本方針
(ア) 本年は、国から地方への税源移譲が実施されるなど税務行政にとって大

きな節目の年であり、自主財源としての県税収入の役割の増大を十分認識
し、公平で適正な賦課徴収に努める。

(イ) 職員の研修機会を増やし、納税者に対する説明能力の向上に努める。
(ウ) 進行管理を徹底し、計画的かつ効率的な滞納整理を実施することにより

未収額の縮減に全力を尽くす。
イ 具体的対策
(ア) 徴収目標の設定

今年度目標収入率について、対前年度決算比０．７ポイント増の９７．
５％とした。

(イ) 滞納整理の促進
現年課税分のより一層の早期着手とともに、広範かつ徹底した財産調査

を行い、差押え、公売等の法的措置を確実に講じる。
(ウ) コールセンタータイムの設置

件数の多い現年自動車税について、全職員が集中して一斉に電話催告を
行う。

(エ) 個人住民税の直接徴収
個人県民税の未収金（大口で悪質なもの）について、市町から個人住民

税の徴収引継を受けて、県が直接徴収する。
(オ) 休日・夜間納税窓口の開設

平日昼間に納税機会のない方々のための納税や納税相談に応じる。

２ 和歌山県子ども・障害者相談センター
(1)監査実施年月日 平成１９年８月１日
(2)監査の結果

児童福祉施設負担金の収入未済額は、平成１８年度末で約２，８１５万円
であり、前年度と比較して約３６万円減少し、徴収努力はされているが依然
として多額である。

今後とも、新規の未収金の発生を防止するため、口座振替の推進等、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
は未納者の実態把握に努め、引き続きより一層の債権管理に努められたい。



(3)監査の結果に基づき講じた措置
児童福祉施設負担金の未収金整理については、新規未収金の発生防止に重

点を置き、新たに施設入所の措置を行う場合には、徴収担当者と相談業務担
当者が同席し、負担金制度について、納入義務者に理解していただけるよう
懇切丁寧な説明に努めるとともに口座振替による納入方法等の推進や期限内
納付の徹底を図るよう具体的かつ効果的な対策を実施している。

また、過年度分については、生活困窮者による長期継続滞納や納入者の所
在不明等、未収金回収は困難を極めているが、当センターを挙げて徴収体制
の強化を図っており、粘り強い電話催促や戸別訪問等により、未納額の縮減
に努めている。

ちなみに、平成１８年度決算時の滞納繰越者９７名について、１９年８月
末現在、完納となった者は１６名（うち平成１８年度分のみの滞納者では、

） 。２６名中１５名 、分納中の者は２４名、交渉中の者が３７名となっている

３ 和歌山下津港湾事務所
(1)監査実施年月日 平成１９年８月１日
(2)監査の結果

港湾施設使用料等の未収金については、平成１８年度末で約２，５５０万
円となり、前年度に比べ約１，１８４万円も増加している。

このうち、約１，１７６万円もの滞納をしている者がある。
悪質滞納者については、施設の使用停止、許可の取消しなどの法的な措置

を講じる等、未収金の減少に一層努力されたい。
(3)監査の結果に基づき講じた措置

指摘のあった大口滞納者を含め、全滞納者に対して平成１９年８月に督促
状の送付を行っており、以後指定期限内に納付のなかった者に対しても、電
話催告及び隣戸訪問等の納付交渉を行いながら状況把握し、適正に未収金の
縮減に取り組んでいく。

なお、納付義務者の死亡、行方不明、法人解散、自己破産等で収入を見込
めない案件については、内容調査の上精査し、執行停止及び不納欠損等の処
理を進めていく。

また、悪質滞納者については、和歌山県港湾施設管理条例（昭和３１年条
例第３８号）第７条の規定に基づく監督処分を行い、施設の使用を停止し、
許可を取り消し、原状回復その他必要な処置を命ずるための手続に移行する。

その上改善が見られない場合は、法による滞納整理処分も視野に入れて取
り組む。

４ 海草振興局健康福祉部
(1)監査実施年月日 平成１９年８月３日
(2)監査の結果

母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成１８年度末で約６８
０万円となり、前年度末に比し約１９万円の増加となっている。

今後とも、新規未償還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、特に懸案となっている過年度貸付分の未償還金について
は、連帯借主や連帯保証人に対し償還を求めるなど、引き続き厳格かつ組織
的な債権管理に努められたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
これ以上新たな滞納者を出さないことが重要であるとの観点より、今後と

も、貸付申請時には、本人、連帯借主及び連帯保証人を同席のもと、責任の
明確化、貸付の趣旨の徹底に努めていく。

また、新たに償還に遅延が生じる者が出た場合には、直ちに訪問や電話に
より、まずは本人へ償還を働きかけ、それでも無理な場合は、連帯借主や連
帯保証人への償還の依頼を行う。

特に懸案になっている過年度貸付分の未償還金の回収については、長年に
わたる滞納者に対し、連帯借主や連帯保証人への償還の指導も含め、たとえ
少額でも償還するよう指導を行い、債権が時効を迎えないよう粘り強く未償
還金の回収に努めていく。



和歌山県監査公表第７号
平成１９年１１月７日付け監査報告第１２号の監査結果に基づき、知事から措置

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２０年３月１４日

和歌山県監査委員 垣 平 髙 男
和歌山県監査委員 築 野 富 美
和歌山県監査委員 前 芝 雅 嗣
和歌山県監査委員 浅 井 修一郎

１ 那賀振興局
(1)監査実施年月日 平成１９年１０月９日
(2)監査の結果

健康福祉部
ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金（元利合計）については、平成１８

年度末で約１，１０２万３千円の未収金となっており、前年度末に比し約
６７万４千円の減少となっている。

今後とも、新規未償還金の発生防止及び貸付時における償還指導の徹底
を図るとともに、引き続き組織的な債権管理に努められたい。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成１８年度末で約６３２万円
となっており、前年度に比し約１７０万円減少している。

生活保護事務が、紀の川市及び岩出市の福祉事務所に移管されたことか
ら、未収金の償還事務だけが残されたが、今後両市との連携を図りながら、
債権管理を一層徹底し、未収金の早期整理に努められたい。

産業振興部
、 、過年度分の登記事務促進については 「未登記事務処理計画」にのっとり

事務処理を進めているところであるが、平成１８年度末現在、１２２筆が未
登記として残っている。

これらの処理の促進については、現地に対応する公図が混乱している状況、
地域性等もあり処理が困難な面は否定しがたいが、社団法人公共嘱託登記土
地家屋調査士会等の活用を今後とも強化継続するとともに、現在紀の川市及
び岩出市において実施している地籍調査事業との連携も図り、農業農村整備
事業と併せて行うなど手法を駆使し、未登記処理の促進に努力されたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
健康福祉部

ア 母子寡婦福祉資金貸付金に係る未収金に対し、電話、文書、夜間訪問等
により償還指導及び徴収を実施している。また、新たな滞納ケ－スの発生
防止のため、厳正な貸付けの徹底を更に図るとともに、今後も「償還強化
月間」を定期的に設け、集中的な債権管理に取り組む。

イ 生活保護費返還金に係る未収金については、生活保護を受けながら返還
している者も多いため、定期的な分割返還を勧奨していくとともに、連絡
のとれない者の所在調査等、今後とも、紀の川市及び岩出市と連携を密に
し、未収金の早期整理に努めていく。

産業振興部
過年度における未登記処理については、平成９年度より県単独事業の登記

事務促進対策事業を活用し、平成８年度末の未処理件数１８５筆のうち、平
成９年度から平成１８年度までの１０年間で６３筆の処理を行い、現在１２
２筆に減少している。平成１９年度においては処理件数を６筆と目標設定し、
現在、権利関係者と協議を行っており年度末までに処理完了すべく取り組ん
でいる。また、未登記１２２件の内７６件が紀の川市平野字日向谷に存在し
ている。広範囲の地図訂正が必要なため、平成２４年度に予定されていた地
籍調査による地図訂正後の処理を計画していたが、この度、当地域における
地籍調査が延期される見通しとなったため、今回３年間の工程を組み未登記
の解消にも取り組む。今後も引き続き登記事務促進対策事業を活用し、各市
地籍調査担当課室、社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会等関係機関と
の連携を図り未登記処理に当たっていく。



２ 紀北県税事務所
(1)監査実施年月日 平成１９年１０月９日
(2)監査の結果

県税の未収金については、滞納整理に努力された結果、平成１８年度末に
おける収入未済額（個人県民税を除く ）は約２億５，９６２万円と、前年度。
に比し約１，９１７万円の減少となった。

今後とも、継続的な交渉、資産調査の徹底等により滞納者の現況把握に努
め、特に悪質滞納者及び高額滞納者に対する優先的な取組を行うなど滞納整
理の強化を図り、収入未済額の縮減に一層努力され、債権管理に努められた
い。

また、個人県民税についても、悪質な案件については、地方税法（昭和２
５年法律第２２６号）第４８条に基づく県の直接徴収を積極的に実施するな
ど、県税収入確保に努められたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
ア 対応方針

県税収入の確保については、収入未済額の削減を図ることが不可欠である
ことから、紀北県税事務所の組織力の向上と、新たな徴収対策の実施、既存
対策の改善及び強化により一層の税収確保を図ることを目標として 「紀北地、
域県税徴収対策本部」において、以下の徴収対策を策定し、事務所一丸とな
って取り組んでいる。

イ 徴収目標、行動目標及び措置
(ア) 目標徴収率を９５．７％（対前年比＋２．２％）とする。
(イ) 収入未済額を対前年比８５％（４６５百万円）以下にする。
(ウ) 滞納整理の選別を的確かつ迅速に行い、差押え等滞納処分の早期着手に

努め、また、財産調査等各種調査の徹底により、随時執行停止を行うなど
をし、滞納整理カードを、１，０００枚以内にする。

(エ) 督促状の発送に合わせて、直ちに電話催告を実施する。
(オ) 電話加入権や不動産公売の実施、タイヤロックを利用した差押え等積極

的な滞納整理を行い、１，５００件以上の差押えを実施する。
(カ) 個人県民税の徴収対策は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４

８条による直接徴収の強化及び市町への職員派遣の実施により、共同の徴
収活動を通じ連携の強化を図ることに努め、税収確保に繋げる。

(キ) 高額滞納事案については、本庁税務課のヒヤリングによる整理方針の確
認、また、困難な案件については、特別滞納事案の指定を受けるなど、税
務課との連携を強化し滞納整理を実施する。

(ク) 職員を、税務に関する一般研修及び専門研修に積極的に参加させること
により、職員各自の徴収に係る知識及び技術、納税交渉力の向上に努め、
これを日頃の徴収活動に活用させる。

３ 和歌山県公営競技事務所
(1)監査実施年月日 平成１９年１０月９日
(2)監査の結果

平成５年度に発生した横領事件に係る弁償金について、平成１８年度末に
おける返済状況は、次表のとおりである。引き続き未納者の収入状況等を十
分把握の上、定期的な納入指導を行うなど、債権管理に努められたい。

(単位：円)
調 定 額 収入済額 収入未済額
200,779,243 125,000 200,654,243

(3)監査の結果に基づき講じた措置
債務者については、資産もなく、収入を得るための手段についても、依然

として厳しい状況にあり、早期完済は大変難しいと考えられるが、少額では
ありながら、一定程度の返済を行っている現況であり、県としても、従前よ
り行っている返済指導を継続して実施するとともに、返済が滞ることが
あれば、催告状を送付する等、権利の消滅時効とならないよう、対策をとっ
ていく。



４ 伊都振興局
(1)監査実施年月日 平成１９年１０月１０日
(2)監査の結果

健康福祉部
ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成１８年度末で約７

４９万円の未収金となっており、前年度末に比し約１６万７千円の増加と
なっている。

今後とも、新規未償還金の発生防止のため、貸付時における償還指導を
徹底するなど、引き続き組織的な債権管理に努められたい。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成１８年度末で約２５５万４
千円（１名１件）となっている。

橋本市との連携を図りながら、債権管理を一層徹底し、未収金の早期整
理に努められたい。

建設部
土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成1８年度末現在で約２７６万

４千円となっており、前年度に比し約１５万２千円増加している。
今後も、連帯保証人への督促、法的措置の適用等により未収金の回収に努

めるとともに、さまざまな方策を本庁と協議しながら進められたい。
(3)監査の結果に基づき講じた措置

健康福祉部
ア 母子寡婦福祉資金貸付金に関する新規未償還金の発生を防止するために、

貸付申請時の審査の徹底、申請者、連帯借主及び連帯保証人の同席面接を
基本とした連帯債務の周知徹底、無理のない貸付金額の指導等を行なって
いる。

なお、滞納者については、電話及び訪問による督促のほか、振興局に来
所させ、償還計画の見直しをしたり、連帯保証人への接触を行なっている。

また、組織的な債権管理としては、強化月間を定め、職員２人１組体制
で連帯借主や連帯保証人を訪問し、集中的に償還指導に取り組む。

今後も、健康福祉部全体の課題として、母子寡婦世帯の実情を考慮しつ
つ、適切な償還指導を重ねていく。

イ 生活保護費返還金の未収金については、債務者が生活困窮を理由に滞納
していたが、粘り強く交渉を重ねた結果、平成１９年１月に毎月５，００
０円を返還することで合意に至った。計画どおり履行されるよう、今後も
適切な償還指導に努めていく。

建設部
「家賃滞納者等に対する措置マニュアル」に沿って、電話による督促や夜

間徴収、保証人との接触、交渉等、あらゆる方法を組み合わせた滞納整理に
努めるとともに、さまざまな方策を本庁と協議しながら、未収金の削減を図
るため取り組んでいる。



和歌山県監査公表第８号
平成１９年１１月２６日付け監査報告第２０号の監査結果に基づき、知事から措

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１９
９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

平成２０年３月１４日

和歌山県監査委員 垣 平 髙 男
和歌山県監査委員 築 野 富 美
和歌山県監査委員 前 芝 雅 嗣
和歌山県監査委員 浅 井 修一郎

１ 有田振興局
(1)監査実施年月日 平成１９年１０月３０日
(2)監査の結果

健康福祉部
ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成１８年度末で約３

２０万円の未収金となり、前年度末に比し約１８万４千円の減少となって
いる。

今後とも、新規未償還金の発生防止及び貸付時における償還指導の徹底
を図るとともに、引き続き組織的な債権管理に努められたい。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成１８年度末で約１，０１８
万円となっており、前年度末に比し約２３６万円増加している。

引き続き、生活保護費の不正受給の防止を図るとともに、適切な償還指
導を行うなど厳格な債権管理を徹底し、未収金の早期整理に努められたい。

建設部
土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成１８年度末で約６５９万円

となっており、前年度に比し約５３万円減少している。
今後とも未収金の回収に向け、連帯保証人への督促、法的措置の適用等あ

らゆる手段を行使されたい。
(3)監査の結果に基づき講じた措置

健康福祉部
ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金の措置状況については、新規未償還

金の発生を防止するため、貸付に際しては厳正な審査を行い、申請者、連
帯保証人が同席のうえ面接を実施し、貸付の趣旨及び連帯債務についても
確認を行っている。

また、滞納者に対しては、個別訪問や夜間訪問を行い、償還促進に取り
組んでいるが、更に償還強化月間を定め、集中的に課をあげて償還促進に
努めていく。

今後も、母子寡婦福祉資金貸付金については、母子寡婦世帯の実情を考
慮しつつ適切な指導を行っていく。

イ 生活保護費の不正受給の防止については 「不正受給防止対策周知事業」、
として位置づけ、毎年、受給世帯に対して訪問面接により制度の周知徹底
に努めている。

生活保護費の未収金の整理については、家庭訪問や追跡指導に努めるな
ど償還促進に取り組むとともに、悪質な案件について刑事告訴を行ったと
ころ、一部納付が得られる成果がでている。生活困窮等の訴えもある中で、
引き続き粘り強く納付指導を行い、未収金整理に努めていく。

建設部
土木使用料（公営住宅）の未収金については、今後も徴収委託管理人と連

携するとともに、月５回程度実施していた戸別訪問回数を月８回程度に増や
し、また、連帯保証人への督促及び法的措置の適用等、滞納整理体制を強化
し、なお一層未収金の回収に努めていく。

１１月戸別訪問回数 ７回
１２月戸別訪問回数 ５回（平成１９年１２月１７日現在）

２ 紀中県税事務所
(1)監査実施年月日 平成１９年１０月３０日



(2)監査の結果
県税の収入確保について、平成１８年度末における収入未済額（個人県民

税を除く ）は、約１億１，６３０万円と前年度に比し、約９５０万円の増加。
となっている。

また、個人県民税については、悪質な案件を地方税法（昭和２５年法律第
２２６号）第４８条に基づく徴収引継ぎを関係市町から受けるなど、努力の
結果、徴収率が、前年度に比し１％改善されている。

しかしながら、本年度は税源移譲により、約８割の税額増加が見込まれる
ため、未収額も増加することが予測される。

今後とも、継続的な交渉、資産調査等の徹底により、滞納者の現況把握に
努め、調査結果に基づく厳格な滞納整理を実行し、収入未済額の縮減に一層
努力され、厳正な債権管理に努められたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
ア 地域県税徴収対策本部の設置

平成１９年度においても県税事務所長を地域本部長とする地域県税徴収
対策本部を設置し、具体的な徴収目標や行動目標を設定した徴収対策を策
定して税収確保に取り組んでいる。今後も一層の滞納整理の強化に努めて
いく。また、県下合同の滞納整理強化月間においては、夜間及び休日の納
税窓口を開設するなどの追加対策を実施している。

イ 個人県民税徴収対策
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４８条に基づく直接徴収に既

に着手しているが、今後も各市町とより一層の協力体制の強化を図り、技
術的支援等、各市町の実情に合わせた徴収対策の実施に努めていく。

３ 日高振興局
(1)監査実施年月日 平成１９年１０月３１日
(2)監査の結果

建設部
土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成１８年度末で約９８８万円

となっており、前年度に比し約１０７万円増加している。
県営住宅委託管理人とも連携し、未収金の回収に努力されているところで

あるが、今後とも、新たな滞納を防止するとともに未納者の状況を的確に把
握し、より一層効果的な徴収方法の検討や法的措置の強化を図り債権管理に
努められたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
建設部

平成１８年度においても、昨年度同様、新たな滞納者を発生させないよう、
精力的に徴収活動を行ってきた。

徴収率については、悪質滞納者から過年度家賃の徴収ができた平成１７年
度よりも低かったものの、平年を若干上回る状況となっている。

平成１９年度においても引き続き、県営住宅委託管理人と連携し、電話に
よる督促、納付書（督促文書付）の送付及び徴収訪問を行う。また、悪質滞
納者、長期不在者等には明渡し措置を行い、債権管理に努めていく。


