
和歌山県監査公表第７号

平成２１年９月３日付け監査報告第８号、同年１１月９日付け監査報告第１１

号、同月９日付け監査報告第１２号及び同年１２月１０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２２年３月３０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 須 川 倍 行

和歌山県監査委員 角 田 秀 樹

１ 和歌山県消防学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

ア 超過勤務手当について、勤務時間が週４０時間を超えていないにも

かかわらず、２５／１００の手当１件、３，９５４円が支給されてい

たので、返還措置を講じられたい。

イ 民間事業者に調理施設を使用させているので、行政財産の使用許可

等の適正な手続をとられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 平成２１年６月１２日に３，９５４円を返還した。

イ 厨房施設の行政財産使用許可については、当校、県及び各市町村消防本

部で構成する和歌山県消防教育訓練協議会（平成２２年４月１日設立予

定）において使用許可の手続をとる。

２ 和歌山県立和歌山産業技術専門学院

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

ア 重要物品の中で現在使用されていないものがあったので、廃棄処分等の

適切な措置を講じられたい。

イ 建築工学科は定員２０人に対して平成２１年４月１日現在９人の在籍で

あり、今後の再編に向け検討されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 現在使用していない重要物品については、平成２２年２月１９日に用途



廃止を行った。

なお、廃棄処分は年度内に行う。

イ 定員の見直しについては、概ね５年に１度和歌山県職業能力開発審議会

において、和歌山県職業能力開発計画の見直しが審議され、実施している

ところであるが、次回の見直しは、平成２３年度に行われる予定であり、

その計画の中で、建築工学科の定員の見直しについても検討課題として取

り上げるよう事務局である労働政策課と協議していく。

３ 和歌山県立向陽高等学校・中学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

超過勤務手当について、勤務時間が週４０時間を超えていないにもかかわ

らず、２５／１００の手当２件、４，４４８円が支給されていたので、返還

措置を講じられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

超過勤務手当の過誤払い分４，４４８円については、平成２１年５月２２

日に全額返還した。

４ 和歌山県立紀北支援学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

備品台帳に登録されているコンピューター４７台のうち、８台が使用され

ていない状態であり、使用不能なものについては、廃棄処分等の適切な措置

を講じられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

８台について使用不能であることを確認し、物品不用調書により廃棄処分

の事務処理を行った。

５ 和歌山県和歌山西警察署

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

重要物品である水上バイクが良好な状態で保管されていないので、今後、

適切な管理をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

水上バイクについては、直ちに修理を行い、良好な状態で水上警備派出所

において管理している。

なお、修理後は、水上バイクを活用した海上活動により船舶職員法違反事

件等３件を検挙した。

６ 和歌山県立和歌山北高等学校



(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

備品台帳に登録されているパソコン４３台のうち、５台が使用されていな

い状態であり、使用不能なものは廃棄処分等の適切な措置を講じられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

使用不能なパソコンは廃棄処分した。

７ 和歌山県立星林高等学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

備品台帳に登録されているパソコン７９台のうち４台、生物の顕微鏡９０

台のうち４０台が使用されていない状態であり、使用不能なものについては

廃棄処分等の適切な措置を講じられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

使用されていない状態であった古い形式のパソコン４台及び同じく使用さ

れていない状態の生物の顕微鏡４０台のうち３８台については、使用不能の

ため、廃棄処分手続をした。

８ 和歌山県立和歌山ろう学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

納入期限内に納入されなかった物品について、納入期限内に納入されたよ

うに取り繕った事務処理が１件あったので、今後、このようなことのないよ

う適切な事務処理をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

納品期日が遅れ業者が契約上の義務を履行しない場合は、納期変更願（申

出書）を提出させ、業者のやむを得ない理由や再発防止策が記載されている

と判断されるときは、集中調達機関とも協議し対応していくものとした。

９ 和歌山県立和歌山西高等学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

授業料の過年度未収金については、平成１９年度末の未納者１３名、未納

額７２８，１００円から、平成２１年５月１９日の調査時点で、未納者は９

名（８名減、４名増）に減少し、未納額は６５４，９００円（２８４，４０

０円減、２１１，２００円増）に減少している。

今後も、滞納者との交渉、滞納者の現況を把握するなど債権管理に努め、

未納額の縮減に一層努力されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置



過年度未納金については、該当生徒（保護者）に毎月催告状を送付してい

る。

なお、調書提出後に１１件、３５９，４００円を収納した。

10 和歌山県立大成高等学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

領収証書帳の受払いの状況については、「和歌山県財務規則の運用につい

て（依命通達）」の規定に基づき登記しなければならないが登記漏れがある

ので、適切な事務処理をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

速やかに登記漏れ事項の登記記載を行い、当該領収証書帳受払簿に関連規

定の写しを明示し、再発防止を行ったところである。

11 和歌山県立青陵高等学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

土・日曜日勤務について、代休措置をせず、超過勤務手当を支給していた

ので、今後は必ず週休日の振替をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

土・日曜日勤務について、代休措置をし、必ず週休日の振替を行っている。

12 和歌山県立陵雲高等学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

土・日曜日勤務について、代休措置をせず、超過勤務手当を支給していた

ので、今後は必ず週休日の振替をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

土・日曜日勤務について、代休措置をし、必ず週休日の振替を行っている。

13 和歌山県立和歌山盲学校

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

重要物品について、次の不適切な事例があったので、今後、物品管理を適

切にされたい。

ア 廃棄の手続をせずに廃棄されていたもの（３件）

イ 使用不能なものや使用されていないもので廃棄等の手続をしていな

いもの（４件）

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

廃棄の手続をせずに廃棄されていたもの（３件）及び使用不能なものや使



用されていないもので廃棄等の手続をしていないもの（４件）について、廃

棄等の手続を行った。

14 和歌山県和歌山北警察署

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２８日

(2) 監査の結果

行政財産である元孝子検問所敷地（和歌山市中宇和佐田４５３－１

（８９．２５㎡）、昭和５８年２月に廃止。）について、用途の変更及び境界

の確定を早期に講じるとともに、必要性等の検討を加えられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

当該敷地については、境界が確定しておらず、また、付近公図も混乱して

いることから、和歌山市が行う地籍調査を待っている状態であったが、同地

周辺の土地を鉄道敷として所有している鉄道事業者から新駅の建設等のため

区画整理を進めたいと申し入れがあったことから、同社の区画整理が完成し

た時点で境界を確定することにしている。

また、用途の変更については、境界確定後、早期に同敷地の利活用又は処

分方針を決定し、未利用地の解消に努めていきたい。

15 海草振興局地域振興部

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２９日

(2) 監査の結果

模擬銃が、社団法人和歌山県猟友会の事務所で保管されているので、地域

振興部で保管するか、特別の理由があり同会事務所で保管する場合は、適正

な事務処理をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

模擬銃の保管については、地域振興部で保管するように改めた。

16 海草振興局健康福祉部

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２９日

(2) 監査の結果

ア 母子・寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成２０年度末で約

６８８万円となっており、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、過年度貸付分の未償還金に

ついても、連帯借主や連帯保証人に対し、償還を求めるなど、引き続き債

権管理に努められたい。

イ 領収証書を書き損じた場合には、「書損」の旨を記載し、領収証書から

切り離すことなく、そのまま保存されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 母子・寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、新たな滞納者を出さ



ないことが重要であるとの観点から、貸付申請時には、借主はもとより、

連帯借主や連帯保証人にも説明を行い、貸付の趣旨の徹底を図った。

また、過年度貸付金の未償還金については、滞納者の実情や態様に応じ

て、電話、文書及び訪問による催告を組み合わせ、継続的に償還指導を行

い、それでも納付しない場合は、連帯借主及び連帯保証人に納付指導を行

った。

なお、その結果平成２１年１２月末現在の未償還金は６６４万円で、平

成２０年度末に比べ２４万円減少した。

イ 領収証書の取扱いについては、部内の収納員に十分指導を行い、書き損

じが生じた場合には、「書損」の旨を記載し保管することを徹底した。

17 海草振興局建設部

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２９日

(2) 監査の結果

不動産登記等業務委託契約に基づく調査・測量業務において、地域区分及

び難易度による加減率が適正に適用されていない箇所が見受けられたので、

今後履行確認の検査を徹底されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

不動産登記等業務委託における加減率の適用がある項目については、加減

率表中の加減率を適正に使用して業務を行うようにした。また、履行確認の

検査においても、加減率のチェックを徹底するようにした。

18 和歌山県動物愛護センター

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２９日

(2) 監査の結果

ア 施設清掃、動物管理及び植栽管理業務の委託については、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定

に基づき、平成１２年度から継続して、特定の者と随意契約しているが、

業務内容から判断すると、随意契約は適切ではないので改められたい。

イ 展示物保守点検管理業務の委託については、費用対効果の観点からそ

の点検仕様書を見直しされたい。

また、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、

特定の者と随意契約しているが、点検内容から判断すると、他の契約も

妥当と思われるので、検討されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 施設清掃、動物管理及び植栽管理業務の委託については、平成２２年

度契約においては一般競争入札を実施することとし、入札執行に向けた



事務手続を進めている。

イ 展示物保守点検管理業務の委託については、年２回と年１回に点検項

目を分類し、屋外家屋の点検を新たに追加する等の費用対効果を踏まえ

た仕様書の見直しを行った。

また、契約方法についても、条件付き一般競争入札を実施した。

19 和歌山県立図書館

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２９日

(2) 監査の結果

ア 超過勤務手当について、勤務時間が週４０時間を超えていないにもかか

わらず、２５／１００の手当３件、５，５０３円が支給されていたので、

返還措置を講じられたい。

イ 書籍（備品）の汚損・破損、所在不明等の理由で除籍が多いので、今後、

適切に管理されたい。また、弁償の措置も引き続きとられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 超過勤務手当の過誤払い分については、平成２１年８月１１日に全て返

還済みである。

イ 書籍（備品）は、県民の財産であるため今後も適切に管理し、弁償の措

置も引き続き実施していく予定である。

20 和歌山県住宅供給公社

(1) 監査実施年月日 平成２１年７月２９日

(2) 監査の結果

ア 道路敷等の公共施設の地方公共団体への未移管施設については、引取団

体の基準への適合等の問題があるが、早期移管に向け引き続き努力された

い。

イ 平成２０年度における宅地分譲等の販売実績は、岸宮サニータウン等の

７区画の土地の販売をしているが、引き続き、残りの土地区画の販売に努

められたい。

ウ 県営住宅使用料の平成２０年末の収入未済額は、約１億４，０８０万円

あり、前年度に比し約１，５４３万円減少しているが、県営住宅の管理受

託者として、引き続き、県建築住宅課及び徴収事務委託管理人と連携し、

未収金の減少に努力されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 道路敷等の公共施設の移管については、毎年実施している監事監査等の

場において地元自治会との協議を積極的に行うよう指導している。今後も

早期に移管できるよう引き続き指導していく。



イ 分譲宅地の販売促進については、早期完売に努めるよう指導した結果、

紹介制度の活用、新聞折込チラシ等の広告宣伝等を積極的に行うことによ

り一部区画を販売することができた。残りの区画についても早期完売に努

めるよう引き続き指導していく。

ウ 県営住宅使用料の未収金の縮減については、県営住宅管理担当者会議並

びに県住宅供給公社、県建築住宅課及び県営住宅委託管理人による打合せ

会議等を定期的に開催し、組織として滞納者対策を行うよう指導した結果、

過年度未収金に係る平成２２年１月末時点の収納率は、前年同期比を上回

ることができた。今後も一層の適正な債権管理に努めるとともに、新たな

未納者に対しては、早期に納付指導に取り組むよう引き続き指導していく。

21 和歌山県土地開発公社

(1) 監査実施年月日 平成２１年８月２４日

(2) 監査の結果

ア 路敷等の公共施設の地方公共団体への未移管施設については、引取先の

地方公共団体の基準への適合等の問題があるが、今後とも早期移管に向け

引き続き努力されたい。

イ 和歌山県土地開発公社の保有する土地のうち、平成２０年度に住宅の分

譲地として、紀泉台（４件）、蜂伏（５件）が売却されており努力されて

いるが、依然として残っている土地が存在しており、今後ともその売却に

努力されたい。

また、古座上野山団地及び打田第２の完成土地についても、早期処分に

努められるとともに、紀泉台西部土地についてもその活用の方途を検討さ

れたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 道路敷等の公共施設の地方公共団体への未移管施設については、従来か

ら地元地方公共団体と継続的に協議を行っており、そのうち長山団地の調

整池については、平成２１年１２月に紀の川市に移管した。

その他の施設についても、早期移管に向けて協議を続けており、各地方

公共団体の基準に適合し次第、順次移管を行う。

イ 紀泉台、蜂伏等の各住宅団地の分譲については、広報活動の強化及び価

格の改定を行い、平成２１年度の１月末現在で紀泉台２件、蜂伏２件を売

却した。

また、古座上野山及び打田第２については、平成２１年１１月からイン

ターネットオークションを活用する等の早期処分に向けて新たな取組を進

めている。紀泉台西部土地については、平成２２年２月に一部の一般競争

入札を実施するなど、今後も活用の方途について検討を行う。



22 社団法人わかやま森林と緑の公社

(1) 監査実施年月日 平成２１年８月２５日

(2) 監査の結果

造林事業の事業費の財源は、その大部分が日本政策金融公庫及び県から

の借入金であり、平成２０年度末の借入金残高は、約１４６億６０００万

円となっている。また造林事業は伐期まで長期間であるため今後も多額の

借入金が必要となると考えられるが、一方、近年木材価格は、下落傾向に

あり、経営環境は、非常に厳しい状況にある。

今後とも、他都道府県の動向を注視しながら、長伐期施業転換への契約

変更（５０年～８０年への契約変更）、施業単価の見直し、間伐事業の重点

実施など、貴団体が策定した「分収林経営改善計画」を確実に実施された

い。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

社団法人わかやま森林と緑の公社において、施業単価の見直しや間伐事

業の重点実施による投資経費の縮減並びに管理費及び人件費を中心とした

経費の節約に努め、経営の効率化を高めている。また、伐採収入の増加を

図るため作業道の整備等伐採搬出コストの削減に努めるとともに、長伐期

施業のための契約変更を推進する等の「分収林経営改善計画」を実行し、

経営の健全化に努めている。

23 和歌山県税事務所

(1) 監査実施年月日 平成２１年８月２５日

(2) 監査の結果

県税の未収金については、体制の整備を図り滞納整理に努力されていると

ころであり、収入率は前年同様９７％だったが、税源移譲による個人県民税

の調定の増加とともに、一部税目の所管替えもあり、平成20年度末における

収入未済額は１６億６７０７万円と増加している。

今後とも、事務所の滞納整理の方針に従い、その強化を図り、特に税源移譲によ

り自主財源として徴収の重要性が増した個人県民税については、地方税法（昭和２

２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する等、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

事務所の基本方針に基づき次のような取組を行った。

ア 徴収目標の設定と進行管理

今年度目標徴収率と収入未済額圧縮率に基づいた数値による徴収計

画を策定し、目標数値と実績数値を見比べながらの進行管理を実施し



た。

イ 課税部門との連携による滞納整理への早期着手

住所移動情報の事前把握による納税通知書の返戻の縮減、返戻分の

迅速調査による早期再発付、高額課税情報等の提供等の課税部門から

徴収確保に向けた協力を得ることにより、早期に滞納整理に着手する

ように努めた。

ウ 大量に発生する滞納案件の早期対応の実施

一時に大量の滞納件数が発生する現年自動車税については、緊急雇

用制度を活用し増員した納税促進員により、連続した納税勧奨及び滞

納者調査を行わせた。これにより早期の案件分類が進み自動車税の現

年分の差押えも昨年より早い時期から開始でき、２月には予定どおり

電話加入権の公売を行うことができた。結果１月末時点の自動車税の

現滞合計の徴収率は、対前年比０．９％アップとなっている。

エ 個人住民税の包括的な徴収対策の実施

個人県民税の未収金については、市町から個人住民税の徴収引継を

受けて、県が直接徴収を実施する地方税法第４８条による直接徴収は

その件数を減らし、代わりに、県職員を市町へ派遣し、個人住民税を

含む市町全ての税について滞納整理の進行管理を協議し、その促進を

図った。

また、２市１町と定期的（３か月毎）に徴収強化に関する協議を行

い、初めて現年度の滞納分について共同催告を行うことを決め、現年

度の徴収強化を進めている。１月末において、現年度及び過年度は徴

収率を上げ、個人県民税全体の収入未済額の増加にストップをかけら

れる見込みである。

24 那賀振興局地域振興部

(1) 監査実施年月日 平成２１年９月３０日

(2) 監査の結果

過年度分の未登記（平成２０年度末現在１１６筆）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おり、平成

２１年度中に７０筆の未登記が解消する見込みであると伺っているが、引

き続き「登記事務促進対策事業」の推進に努めるとともに、紀の川市及び

岩出市が実施する地籍調査の機会を活用するなどの手法を駆使し、未登記

処理の促進に努められたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

過年度分の未登記処理については、平成２１年１２月に、紀の川市平野字



日向谷地内における７０筆の未登記を解消することができた。

残り４６筆についても、公図混乱、相続関係等の複雑な要因により遅れて

いるが、登記事務促進対策事業並びに紀の川市及び岩出市が実施する地籍調

査事業と連携を図りながら未登記処理を実施して参りたい。

25 那賀振興局健康福祉部

(1) 監査実施年月日 平成２１年９月３０日

(2) 監査の結果

ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成２０年度末で約７

７９万円となっており、前年度末に比し、約２３６万円減少している。

今後も、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、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。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成２０年度末で約５２９万円

となっており、前年度末に比し、約２万円減少している。

今後も、紀の川市及び岩出市の福祉事務所との連携を図りながら、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。

ウ 特別障害者手当等返還金の未収金については、平成２０年度末で約８９

万円となっており、前年度末に比し、約３３万円減少している。

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。

エ 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２０年度末で

約３３万円となっており、前年度末と同額である。

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。

オ 講演会の開催に際し、外部講師に県が昼食を提供しているにもかかわら

ず、特別旅費の日当を全額支給している事例があったので、適切な措置を

講じられたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、現年度分は、遅延段階

で督促状の発送後、電話連絡、文書通知、夜間訪問等の償還指導を行い、

徴収を実施している。過年度分については、債務者と面談を行い、生活状

況等を十分把握しながら償還指導を実施している。

また、貸付に際しては、調査の徹底を図り、借主、連帯借主及び連帯保

証人が同席の上、貸付の趣旨及び連帯債務について十分説明し、確約を得

てから貸し付けしている。



その結果、平成２２年１月末現在の過年度分の未償還金は６，９２０，

２４５円となり、平成２０年度末に比べて８６６，４５２円減少している。

イ 生活保護費返還金の未収金については、生活保護を受けながら返還を行

っている者は、紀の川市及び岩出市の協力を得て、月々の保護費から分納

してもらっている。

一方で保護廃止になっている場合は、電話連絡及び文書通知に加えて夜

間訪問を積極的に実施して未納者と面談を行い、生活状況等を把握して償

還指導を行っている。

その結果、平成２２年１月末現在の過年度分未収金残高は５，０８２，

８３７円となり、平成２０年度末に比べ２０７，０００円減少している。

ウ 特別障害者手当等返還金の未収金については、本人及び相続人との連絡、

訪問等を密に実施し、生活困窮等の事情を十分に考慮の上、納付指導を行

った。

その結果、平成２２年１月末現在の未収金は８１２，９６０円となり、

平成２０年度末に比し、７７，０００円減少した。

エ 知的障害者福祉施設入所負担金の未収金については、本人との連絡・訪

問等を密に実施し、生活困窮等の事情を十分に考慮の上、納付指導を行っ

た。

その結果、平成２２年１月末現在の未収金は３２２，６００円となり、

平成２０年度末に比し、４，０００円減少した。

オ 外部講師に支給した旅費のうち過支給分については、返還措置を講じた。

26 那賀振興局建設部

(1) 監査実施年月日 平成２１年９月３０日

(2) 監査の結果

土木使用料（県営住宅）過年度収入未済額４８３，３００円について、引

き続き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

本件滞納者については、平成１２年４月１９日の県営住宅明渡執行後、行

方不明となったため、現在に至るまで定期的に住民票の確認を行ってきたが、

平成２１年１２月時点での住所は、県営住宅の所在地のままである。

今後も、定期的に住民票を確認し、所在が判明し次第、債権確保に努めた

い。

27 紀北県税事務所

(1) 監査実施年月日 平成２１年９月３０日

(2) 監査の結果

県税の未収金については、体制の整備を図り、滞納整理に努力されている



ところであるが、収入率は93.9％（0.9 ポイント減）だった。税源移譲によ

る個人県民税の調定の増加とともに一部税目の所管替えもあり、平成２０年

度末における収入未済額は５億６３６９万１３７円と増加している。

今後とも、事務所の滞納整理の方針に従い、その強化を図り、特に税源移

譲により自主財源として徴収の重要性が増した個人県民税については、地方

税法第４８条の規定に基づく県の直接徴収を継続する等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

徴収目標として次の２項目を掲げ、収入確保のための対策を講じている。

ア 個人県民税の収入未済額を平成２０年度の実績以下に抑える。

イ 収入未済額を１５％削減する。（個人県民税を除く。）

［主な対策］

（ア） 個人住民税の徴収対策

地方税法第４８条に基づく直接徴収、共同催告等を実施するととも

に、管内市町との税務担当課長会議及び徴収等担当者会議を定期的に

開催し、市町との連携の強化を図っている。また、管内市町に対し、

緊急雇用創出事業等による非常勤職員の活用を働きかけている。

（イ） 組織的な進行管理

年間計画を策定し、計画の進捗状況の把握、追加対策等の立案のた

め、毎月、紀北地域徴収対策本部会議と徴収担当者会議を開催し、組

織的な進行管理を行っている。

（ウ） 滞納整理の強化と促進

債権を中心とした財産の調査の徹底及び滞納処分の強化、自動車及

び不動産等の差押え財産の公売の促進、タイヤロック等への取組みを

行うとともに、滞納処分の執行停止を行い、滞納事案の整理を進めて

いる。

（エ） 現年度課税分への対応

翌年度の滞納繰越額を削減するため、現年課税分について早期に財

産調査に着手し、滞納処分につなげる。件数の多い自動車税について

は、９月から納税推進員による電話及び文書催告を実施し、件数の削

減を図っている。

28 和歌山県立仙渓学園

(1) 監査実施年月日 平成２１年９月３０日

(2) 監査の結果

超過勤務手当について、勤務時間が週４０時間を超えて４８時間であるに

もかかわらず、２５／１００の手当が４時間分しか支給されていない事例が



あったので、適切な事務処理をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

平成２１年９月に残りの４時間分の支払事務を完了済である。

29 伊都振興局地域振興部

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月２９日

(2) 監査の結果

過年度分の未登記が平成２０年度末現在、８筆残っているので、引き続

き早期処理に努められたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

過年度分の登記事務処理については、従来から最重要課題として位置づ

け、現在まで解消に向けて積極的に取り組んできた。

平成２０年度末時点での未登記筆数は８筆となっていたが、平成２１年

９月の予備監査以降に５件の処理が完了し、現在において残り３件となっ

ている。

30 伊都振興局健康福祉部

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月２９日

(2) 監査の結果

ア 母子寡婦福祉資金の償還金については、平成２０年度末で約８１６万円

の未収となっており、前年度末と比べて約６６万円増加している。昨今の

経済状況の悪化から返済困難者が増加しているが、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し、過年度分の未償

還金については、未納者の現状を把握して償還指導を行うなど、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、２件２名で約２６５万円である

が、不納欠損処理も含め適切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 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並び

に申請者、連帯借主及び連帯保証人の同席面接を基本とした連帯責務の

周知徹底並びに無理のない貸付金額の指導を実施した。

また、滞納者について母子寡婦世帯の実情を考慮しながら、早朝から

の電話及び訪問による督促のほか、振興局での面談を実施し、償還計画

の立て直し等の相談に応じているが、更に徹底するよう努めた。

組織的な債権管理として部内対策会議を開催し、１２月には償還強化

月間を設け、二人一組体制で連帯借主及び連帯保証人を訪問し、集中的

に償還指導に取組んだ結果、平成２１年１２月末の償還率は５５．２％



で平成２０年１２月末より０．３％上昇した。

イ １件１名の約２５３万円については、債務者死亡により平成２１年度

不納欠損処分予定である。

１件１名の１２万円については、債務者と面談又は電話にて償還指導

を行ってきた結果、平成２２年１月３０日から毎月末に１万円を返還す

るとのことで、履行延期返還計画の提出があり、現在、返還中である。

31 伊都振興局建設部

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月２９日

(2) 監査の結果

ア 土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成２０年度末で約３３０

万６千円となっており、前年度に比し、約２７万５千円増加している。

今後とも、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 行政財産である旧高野山管理事務所については、平成１９年４月から未

利用になっているので、防犯上の安全管理に努めるとともに、今後、撤去

等も検討されたい。

ウ 道路凍結防止剤について、一部保管場所において、十分に在庫が把握さ

れてなかったので、受払帳簿の記載を徹底するなど適切な在庫管理を行わ

れたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 「家賃滞納者等に対する措置マニュアル」に沿って、電話督促、夜間

徴収、保証人との接触及び交渉等のあらゆる方法を組み合わせた滞納整

理に努め、未収金の更なる削減を図るため取り組んでいる。

なお、平成２２年１月末現在の収入未済は１０名、約２３１万９千円

となり、９８万７千円の回収済みとなっている。

イ 撤去については、公共建築課の発注（条件付き一般競争入札）により

平成２２年２月４日、工事業者が決定したところである。（工期：平成２

２年３月２６日まで）

撤去後の管理については、跡地利用を希望している九度山町と協議の

上、適切に対応していく。

ウ 凍結防止剤の受払いが即時に行われる場合においても、委託業者にも

作業班ごとの受払いを把握するための管理簿を作成させ、使用状況等と

併せて県に報告させることにより適切な在庫管理を行っている。

32 有田振興局地域振興部

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月３０日

(2) 監査の結果



適正な旅行命令の変更手続によらない旅行があったので、今後は、職員

等の旅費に関する条例（昭和４１年和歌山県条例第３４号）及び同条例施

行規則等の規定を厳に遵守されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

部内全職員に該当事例及び適正な旅行命令の変更方法を周知し、再発防止

を図った。

33 有田振興局健康福祉部

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月３０日

(2) 監査の結果

ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、平成２０年度末で約２

７４万円となっており、前年度末に比し、約２８万円減少している。

今後も、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、過年度貸付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。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成２０年度末で約１，１３９

万円となっており、前年度末に比し、約１５万円増加している。

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。

ウ 特別障害者手当等返還金の未収金については、平成２０年度末で約１３

６万円となっており、前年度末に比し、約７万円減少している。

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。

エ 納品書の添付漏れがあったので、適正に処理されたい。

オ 重要物品について、廃棄の手続をせずに廃棄されたものがあったので、

今後、物品管理を適切に行われたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、滞納者についての実態

を把握し、個別訪問及び夜間訪問等を行い、母子寡婦世帯の実状を考慮し

つつ償還活動に取り組んでいるところである。滞納については早期対応が

重要なため、督促状を発送してもなお未納の場合は、納期限後３か月経過

すれば借主及び連帯保証人に対して文書通知し、双方に来所してもらい償

還を促しているところである。

また、新たな滞納ケース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、連帯借主及び連帯保証人の同席の上面接を実施し、貸付けの

趣旨及び連帯責務についても確認を行っており、新しく償還開始の時期が



来た借主に対しても、償還意識を強く持たせるよう、文書及び電話で指導

しているところである。

イ 過年度分の未収金について、現状把握するため全滞納者の状況をヒアリ

ングした。

併せて債権管理の円滑化を図るため、訪問記録を個別編纂方式とし、部

長まで供覧することとした。

過年度調定分について、監査結果通知後１２月始めから２月末までの３

か月訪問徴収に努めた結果、未納者のうち８人から１５件、７２，０００

円の収納があった。また、４人から自主納付が成され、６件、８２，１０

７円の収納があった。残りについては、電話、訪問等により納付指導を行

っているところである。

また、新規返還金の発生防止のため、被保護者の資産状況や収入状況の

把握に努めている。

ウ 特別障害者手当等返還金の未収金該当者は３名で、うち１名が死亡した

ため、相続人に対して償還後残額の未収金の返還について、家庭訪問を行

うなど償還指導を実施している。他の２名については、月々応分の金額を

返還しており、滞る際には本人に対して返済を促している。

また、関係町との連携を密にし、受給者に係る異動状況等について確認

することにより返還金発生の未然防止に努めている。

エ 納品業者に対して納品書の提出を促すとともに、すべての物品調達伺書

に納品書を添付しているかを確認することにより、適正な事務処理に努め

ている。

オ 生活保護業務で使用していたコンピュータシステム２台について、当シ

ステムを県内振興局全体で管理している福祉保健総務課に問い合わせ、処

分済みであることを確認した上、一件の顛末書とともに、総務事務集中課

あて重要物品の処分の手続を行った。

34 有田振興局建設部

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月３０日

(2) 監査の結果

ア 土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成２０年度末で約７６３

万円となっており、前年度に比し、約２０万円増加している。

今後とも、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 有田川町吉原１３６５番地の湯浅警察署職員宿舎（１棟３戸）等が、国

道４２４号の道路区域内（車の通行には、支障ない。）に建てられており、

早期解決に向け、引き続き努力されたい。

ウ 土地水面使用料の継続占用許可分に係る納期限は、税外収入徴収規則に



より定められている７月３１日とされたい。また、収入の時期が遅延して

いるものに対して適切に督促をされたい。

エ 超過勤務手当について、勤務時間が週４０時間を超えていないにもかか

わらず、２５／１００の手当が４件１２，１８７円が支給されていたので、

返還措置を講じられたい。

オ 業務完了検査結果通知書及び業務成績評定結果通知書について受託者へ

の通知を遅滞なくされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

ア 土木使用料（公営住宅）の未収金について、高額滞納者については、法

的措置を行っている。また、それに満たない者については、本人及び連帯

保証人に対し、電話及び文書により出頭を要請し、滞納家賃支払いの誓約

をとった上、個別訪問する等の滞納整理体制の強化を行ったところである。

イ 湯浅警察署職員宿舎については、現状において、２戸入居（１棟３戸

中）しており、今後も入居の増加が見込まれることから、廃止することは

困難な状況と考えられるため、所管替えすることを目標に協議を進めてい

る。

その他の物件についても、有田川町外へ払下げの方向で検討中であるが、

一部隣接地権者との調整(境界確定)が難航しているため、引き続き交渉が

必要な状況である。

ウ 平成２２年度からは計画的な事務処理により、税外収入徴収規則（昭和

３３年和歌山県規則第３４号）第９条に定められている納期限（７月３１

日）を遵守し、また、納期限に納付のなかったものに対しては、納期限後

２０日以内に督促状を送付するように改善する。

エ １０月下旬に対象者４名に納付書を送付した。

オ 業務完了後、遅滞なく受託者へ通知するよう部内周知した。

35 紀中県税事務所

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月３０日

(2) 監査の結果

県税の未収金については、体制の整備を図り、滞納整理に努力されている

ところであるが、収入率は95.1％（1.4 ポイント減）だった。一部税目の所

管替えもあるが、税源移譲による個人県民税の調定の増加とともに、平成２

０年度末における収入未済額は３億３９７万９１３９円と増加している。

今後とも、事務所の滞納整理の方針に従い、その強化を図り、特に税源移

譲により自主財源として徴収の重要性が増した個人県民税については、地方

税法第４８条の規定に基づく県の直接徴収を継続する等、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 地域県税徴収対策本部の設置

平成２１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、事務所全体の徴収目標及び職員個人の行動目標を

設定した徴収対策を策定して、県税収入の確保に向けて強力な滞納整理

を行っているところである。

イ 個人県民税徴収対策

地域の実情に合わせた徴収対策を実施するため各市町と緊密な連携を

図りながら、地方税法第４８条に基づく直接徴収に既に着手するととも

に、適正な債権管理手法についての助言や共同催告をはじめとする技術

的な支援等も行っているところである。

36 和歌山県湯浅警察署

(1) 監査実施年月日 平成２１年１０月３０日

(2) 監査の結果

吉原職員宿舎が国道４２４号の道路区域に建てられている問題について、

道路管理者と協議するなど努力されているが、早期解決に向け、引き続き努

力されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

吉原職員宿舎の用地については、警察用行政財産とするため、道路管理者

において土地測量、境界確定等を推進しているところである。

引き続き道路管理者と協力の上、現状の是正に向け努力していくものであ

る。


