
和歌山県監査公表第13号

平成22年2月3日付け監査報告第18号及び第19号並びに同年3月12日付け監査報告

第22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8月6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 日高振興局地域振興部

(1) 監査実施年月日 平成21年11月25日

(2) 監査の結果

注意事項

ア 日高振興局内の平成13年度復旧治山事業に係る違約金の未収金について、

引き続き回収に努められたい。

イ 重要物品について、用途廃止及び不用品の廃棄の手続きをせずに廃棄さ

れたもの（1件）があったので、今後、物品管理を適切に行われたい。

ウ 和歌山県証紙規則（昭和39年和歌山県規則第29号）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。

エ 前年度の歳入に係る過納金の還付は、現年度の歳出（償還金、利子及び

割引料の科目）から行うべきところ、誤って戻出の決定と支払の審査を行

い、事務処理した事例があったので、今後、会計事務処理の基本原則に従

って適正に処理されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 平成13年度復旧治山事業に係る違約金の未収金については、滞納者の情

報収集に努め、本庁担当者とともに自宅訪問を行い、未収金についての説

明を行うが、本人は違約金の発生理由に対して異論があり、全く交渉が行

えない状況である。

今後も本庁とも連携しながら、引き続き未収金の処理に努めていく。

イ 当該重要物品は、機械の老朽化や耐用年数が大幅に経過していることな



どから、その当時の職員が必要な事務手続きを認識せずに機械を処分した

と推測される。

監査において注意を受けて以降、必要な手続きを行い、適切な物品管理

を行っている。

ウ 監査において注意を受けて以降、証紙の消印を適正に処理するよう注意

喚起を行い、再発防止に努めている。

エ 監査において注意を受けて以降、行政財産使用料の過誤納案件はないが、

会計事務処理の基本原則に従って適正に処理するよう注意喚起を行い、再

発防止に努めている。

２ 日高振興局健康福祉部

(1) 監査実施年月日 平成21年11月25日

(2) 監査の結果

注意事項

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55万

円となっており、前年度末に比し約10万円減少している。

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70万円となっ

ており、前年度末に比し約13万円増加している。

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。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、滞納者の現状を把握し

ながら、訪問、手紙、電話などで償還指導に取り組んでいる。

平成20年度の未償還金については、過年度分3件で553,262円である。

2件は高齢者で生活保護受給中で訪問指導などによる償還指導により少

額ながらも毎月入金され、1件は本年度内に完納予定である。残りの1件は、

他県に在住で年金生活であるが、少額ながらも入金されている。

なお、新規の貸し付けについては、面接時に本貸付金の趣旨を、申請人、

連帯借主及び連帯保証人に説明し、未償還金の発生防止に努めている。

イ 生活保護費の不正受給防止については、被保護者から年1回以上の収入申

告書を徴取するとともに、毎年実施している所得調査、年金調査等により

所得の把握に努めている。



平成21年3月末現在、未納の8件については、本年度収納済1件、所在不明

1件、当福祉事務所で保護受給中4件、管外福祉事務所で保護受給中1件、住

所調査により所在判明し文書指導及び訪問調査により納入指導中1件である。

引き続き、未収金の解消に向けて取り組んでいるところである。

３ 日高振興局建設部

(1) 監査実施年月日 平成21年11月25日

(2) 監査の結果

注意事項

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895万円あり、

前年度末に比し約64万円減少している。

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 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

（昭和33年和歌山県規則第34号）により定められている7月31日とされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 委託徴収員と連携をとり、未納者の現状把握し、従来通り電話督促、納

付書（督促文書付き）の送付及び訪問徴収を行い、また、悪徳滞納者や長

期不在者等については、明け渡し措置を行い債権管理に努めていく。

イ 土地水面使用料の継続占用許可分に係る納期限については、平成22年度

から計画的な事務処理により、税外収入徴収規則第9条に定められている納

期限（7月31日）を遵守する。

４ 和歌山県立日高高等学校及び同校附属中学校

(1) 監査実施年月日 平成21年11月25日

(2) 監査の結果

注意事項

ア 郵便切手類使用簿については、他の会計による使用と混同することのな

いよう適正な管理を徹底されたい。

イ 消耗品の納品検査について、提出された納品書に個人印を押していない

事例があったので、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、適

切に処理されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 郵便切手類使用簿について、他の会計と混同することなく適切に管理を

行っている。

イ 消耗品の納品検査について、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知

に従い、適切に処理を行っている。



５ 西牟婁振興局健康福祉部

(1) 監査実施年月日 平成21年12月2日

(2) 監査の結果

注意事項

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598

万円となっており、前年度末に比し約11万円減少している。

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115万円とな

っており、前年度末に比し約37万円増加している。

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 重要物品について、廃棄の手続き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

注意事項

ア 西牟婁振興局健康福祉部における母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金は、

平成21年度末で約596万円であり前年度に引き続き減少してきてはいる。現

年度7名（53件）、過年度8名（352件）の償還滞納者に対しては、各関係機

関の協力を得て情報収集し現状を把握しながら償還指導に努めている。現

年度償還分で口座振替のできないケースについては、納付書による納入方

法に切り替え、重点的に文書、電話、訪問等を行い指導に努めている。

また、過年度滞納者に対しては、訪問回数を重ね実情に応じた方策を検

討しながら積極的に償還指導に取り組み、その結果、少額ながらも定期的

に償還され完納に繋がったケースもある。

新規申請に当たっては、事前協議及び面接調査を徹底し、貸付申請時に

本人の他連帯保証人及び連帯借り主の同席も求め、資金の目的や義務の意

識付けをし、貸付後も母子相談を通じて適切な助言を行い、新規滞納の防

止に努めている。

平成21年度末に実施した就学支度資金・修学資金等の新規申請者11名に

対しても、同様に行っている。

今後とも関係機関と連携を密にし、検討会等を行いながら償還率の向上



に引き続き取り組んでいく。

イ 現在生活保護を受給中の被保護者については、生活保護費の不正受給を

防ぐため、収入申告書等の届出の徹底指導、関係先調査及び保護世帯訪問

調査を通じての実態把握に努めるとともに、その返還額の決定については

ケース診断会議等に諮り、個別の事情を十分検討した上で行っている。

また、過年度未収金については、平成20年度末で21件1,153,662円となっ

ているが、納入指導の結果、平成21年度末までに、25,000円の納付があっ

た。

対象者に対しては、関係自治体との連携を行った上で、文書による返還

・未納状況の通知を定期的（四半期毎）に行うほか、電話や訪問による督

促や返還指導を行い、未収金の償還指導に努めている。

ウ 当該重要物品は、生活保護業務端末であり、平成21年3月末の機種入れ替

えの際に廃棄手続きを行わなかったために生じた問題である。

当該重要物品については、平成21年11月に手続きを行い、所定の処分を

終了した。

また、今後このようなことのないよう、事業実施担当職員と物品管理担

当職員が連携し、処分手続きを適切に実施するよう十分に注意する。

６ 西牟婁振興局建設部

(1) 監査実施年月日 平成21年12月2日

(2) 監査の結果

注意事項

ア 土木使用料(公営住宅等)の収入未済額は、平成20年度末で約2,420万円の

未収となっており、前年度末に比し約142万円減少している。

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 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1件1,507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

注意事項

ア 現在、西牟婁振興局建設部において管理する県営住宅は15団地、667戸

である。今年度についても、昨年度に引き続き、月1回の夜間徴収と2ヶ

月までの小口滞納者減少に全課体制で取り組み、未収金の減額に努めて

おり、1月末での数字は、現年度の徴収率として前月同月末比＋1.33％と

前年同時期を上回っているところである。

前年度に引き続き、大口滞納者については、県議会に提案し議決を得た



うえで、住宅の明け渡し及び滞納家賃の請求訴訟手続き(和解及び調停を含

む）を講じているところである。平成20年度においては1件の訴訟(和解1

件）を行い、平成21年度においても10月末までに2件の訴訟(和解2件）を行

ったところである。

また、未訴訟者については、滞納理由、収入状況等を勘案し、法的手続

きについて説明し、順次訴訟手続きを講じるようにしているところである。

イ 指導を受け、即日返納処理を行った。納付については平成21年11月27日

に完了したところである。

７ 紀南県税事務所

(1) 監査実施年月日 平成21年12月2日

(2) 監査の結果

注意事項

ア 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91.1％（2.8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20年度末における収入未済額は6億5,852万3,880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22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。

イ 消耗品の納品検査について、物品要求（発注）担当職員が行っている事

例があったので、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、適切

に処理されたい｡

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 県税の未収金について

① 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紀南県税徴

収対策本部を設置し、その中で策定した徴収対策に基づき具体的な徴

収目標や行動目標を示し税収確保、滞納額の縮減に取り組んでいると

ころである。

② 個人県民税徴収対策

関係市町村との共同催告に加えて、6市町において地方税法第48条の

規定に基づく直接徴収に取り組むとともに、ブロック会議を開催する

等関係市町村とより一層の協力体制の強化を図り、関係市町村の実情



にあった徴収対策の実施に努めているところである。

また、21年度は、新宮市、那智勝浦町及び串本町に県税事務所の職

員を派遣し、市町税務職員の滞納整理の技術の向上を支援し、もって

個人県民税の徴収強化を図っているところである。

イ 消耗品の納品検査について

平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、適切に処理している

ところである｡

８ 和歌山県紀南児童相談所

(1) 監査実施年月日 平成21年12月2日

(2) 監査の結果

注意事項

児童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643万円と

なっており、前年度末に比し約3万円減少している。

今後も、障害福祉課等と債権管理の方策について十分協議を進めるととも

に、戸別訪問等徴収に向けた取組を行い、未収額の縮減を図られたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

未収金の縮減については、当所の重点課題として所全体でその納入督励に

努めているところであるが、監査後の措置として、収納担当者とケース担当

者との協力体制の強化を図り、戸別訪問や電話による納入督励を今まで以上

に実施した。

障害福祉課等とも債権管理の方策について協議を進めている。

９ 和歌山県立田辺高等学校及び同校附属中学校

(1) 監査実施年月日 平成21年12月2日

(2) 監査の結果

注意事項

集中調達外の消耗品について、納品書に納品の突合確認済の受付印等がな

かったので、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、適切に処理

されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

集中調達外の消耗品の納品の突合確認については、平成21年1月5日付け出

第307号出納室長通知に従い、適切に処理を行っている。

10 和歌山県田辺警察署

(1) 監査実施年月日 平成21年12月2日

(2) 監査の結果



注意事項

フイルムの現像、焼付けについて、発注台帳と請求書の数量が相違して

おり、発注台帳の記載漏れ、誤記と判明したが、発注及び検収を適切にさ

れたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

複数人による日々の検収を確実に行うとともに、支出時における関係書類

のチェックを強化し、適正な会計業務の推進に努めている。

11 東牟婁振興局串本建設部

(1) 監査実施年月日 平成21年12月21日

(2) 監査の結果

注意事項

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の手当が3件11,029円が支給されていたので、返還措置を講じ

られたい。

イ 消耗品納品書の添付漏れ及び職員の突合確認印漏れがあったので、平成

21年1月5日付け出第307号出納室長通知に基づき適切に処理されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 超過勤務手当の過支給3件11,029円については、平成21年11月の給与より

返還措置を講じた。

イ 消耗品の納品検査については、出納室長通知に従い適切に処理している。

12 東牟婁振興局健康福祉部串本支所

(1) 監査実施年月日 平成21年12月21日

(2) 監査の結果

注意事項

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208万

円となっており、前年度末に比し約36万円減少している。

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、引き続き償還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911万円となっ

ており、前年度末に比し約53万円増加している。

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積極的に行うなど、引き続き債権管理に努めら



れたい。

ウ 収納員が現金を領収したにもかかわらず、その状況を現金出納簿に記載

していない事例があったので、今後適切な事例処理をされたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 母子寡婦福祉資金貸付金の未償還金については、電話及び文書による催

告に加えて夜間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

権管理に努めている。過年度の債権者については元金約17万円及び利子約

7千円を徴収した。

さらに、未納者の生活実態の把握に努め必要に応じて分割償還の方法を

とるなど未償還金の回収に努めた。

また、新規の未償還金の発生を防止するため貸し付け時において償還指

導の徹底を図った。

イ 未納者の大部分が現在も生活保護受給中であるが、分割納付等により粘

り強く返還指導をおこなうとともに、徴収不可能なものについては不納欠

損処理を検討し、債権管理の一層の徹底を図っている。

また、被保護世帯の収入状況の早期把握が不正受給や返還金未収金発生

の防止につながることから、被保護者全員を対象にした課税調査の早期実

施や随時の預貯金調査をおこない、より一層民生委員や役場担当課など関

係機関との連携を密にし保護の適切な実施に努めている。

ウ 該当の現金出納簿について、記載漏れの箇所を直ちに修正を行うととも

に確認作業を徹底した。

13 和歌山県ふるさと定住センター

(1) 監査実施年月日 平成21年12月21日

(2) 監査の結果

注意事項

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の手当を支給していた事例や週休日（土曜日及び日曜日）の振替に

よる勤務日の超過勤務手当の支給区分の誤り等により5,067円が過支給となっ

ているので、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

注意事項

平成22年1月5日に計5,067円（2件）の戻入の手続きをとり、当該職員より、

平成22年1月12日に1,795円、平成22年1月14日に3,272円をそれぞれ返還済で

ある。なお、監査対象機関については、平成21年度より外部委託を行ってい

る。



14 和歌山県立古座高等学校

(1) 監査実施年月日 平成21年12月21日

(2) 監査の結果

注意事項

超過勤務について、週の勤務時間が40時間を越えていないにもかかわらず、

25/100の手当として4件15,656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

注意事項

超過勤務手当4件15,656円の返還手続きについては、平成22年1月19日に全

額返還を完了した。

15 東牟婁振興局地域振興部

(1) 監査実施年月日 平成21年12月22日

(2) 監査の結果

注意事項

ア 重要物品の中で長年使用されておらず老朽化が著しく使用不能なものに

ついては、廃棄処分等適切な処理をされたい。

イ 集中調達外の消耗品について、納品書に納品の突合確認済の受付印等が

なかった事例があったので、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に

従い、適切に処理されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 長年使用されていない老朽化が著しい重要物品については、平成22年3月

に用途廃止の手続きを完了し、今後廃棄処分を行う。

イ 消耗品の納品検査については、出納室長通知に従い適切に処理している。

16 東牟婁振興局健康福祉部

(1) 監査実施年月日 平成21年12月22日

(2) 監査の結果

注意事項

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139万円の未収

となっており、前年度末と比して約44万円増加している。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を徹底し、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、平成20年度末で約806万円となっ



ており、前年度末に比し約58万円増加している。

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 超過勤務について次のとおり不適切な処理が見受けられたので、手当額

の返還等適切に処理されたい。

ａ 代休を取れない勤務にもかかわらず、代休日を指定していた。

ｂ 125/100、135/100の両方の超過勤務手当の支給をするよう命令がな

されていた。

ｃ 代休日の指定のない振替

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 母子寡婦福祉資金の未償還金については、電話及び文書による催告に加

え、夜間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

理に努めている。

過年度の債権者については元金約22万円及び利子約1千円を徴収した。

さらに、未納者の生活実態の把握や保証人に対する協力要請を行い、必

要に応じて分割償還の方法をとるなど未償還金の回収に努めた。

また、新規の未償還金の発生を防止するため、新規貸付時には、事前協

議及び面接調査を徹底し、本人、連帯借り主及び連帯保証人に同席を求め、

償還指導の徹底を図った。

イ 不正受給の防止の基本は、被保護世帯への訪問活動にあると考えており、

計画的な訪問活動を実施するとともに、被保護者全員を対象とした課税状

況調査や年金調査、随時の預貯金調査を行い、保護の適切な実施に努めて

いる。

過年度分の未収金については約20万円を徴収したが、未納者については、

大半が現在も生活保護を受給中であったり、生活保護からは脱却したもの

の生活基盤が脆弱な境界層にある者であるが、分割納付等により粘り強く

償還指導を行うとともに、徴収不可能なものについては不納欠損処理を検

討する等、債権管理の一層の徹底を図っている。

ウ ａについては、休日の代休指定は1日単位でのみ振替可能であるにも関

わらず、週休日と同様に半日単位で振替可能であると超過勤務命令簿に誤

って記載していたものであるが、実際には振替を行っておらず、当該超過

勤務命令簿を修正せずにいたため、これを修正した。

ｂについては、超過勤務命令簿の記載に誤りがあったが、実際の支給に

ついては適切に処理されており、当該命令簿を修正した。



ｃについては、超過勤務命令時に代休日を指定し、超過勤務命令簿に記

載しておくべきであったが記載漏れがあったため、当該命令簿に追記した。

いずれも制度に対する理解不足が原因であり、職場研修を通じた制度の

習熟とチェックの厳密化を図った。

17 東牟婁振興局新宮建設部

(1) 監査実施年月日 平成21年12月22日

(2) 監査の結果

注意事項

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526万円あ

り、前年度末に比べ約142万円減少している。

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 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。

ウ 消耗品の納品検査について、提出された納品書に個人印を押していな

い事例があったので、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、

適切に処理されたい。

エ 県営住宅の修繕工事について、修繕請負契約に基づく工事完成後の修

理票及び修繕請負単価契約に基づく修繕完了後の数量又は実績の分かる

書類の提出を受けていなかったので、契約書どおり適切に処理されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 公営住宅の未収金については、委託徴収員と連携し、夜間訪問等によ

る督促及び徴収を繰り返すことで縮減に努めている。また、新たな滞納

者に対しては早期段階から納付指導を行うことで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、一層、適正な債

権管理に努めている。

イ 平成22年度からは計画的な事務処理により、税外収入徴収規則第9条に

定められている納期限（7月31日）を遵守する。

ウ 消耗品の納品検査については、出納室長通知に従い適切に処理してい

る。

エ 修繕完了後に修繕項目及び数量を記載した書類の提出を求め、検査を

行っている。

18 和歌山県立なぎ看護学校

(1) 監査実施年月日 平成21年12月22日

(2) 監査の結果



注意事項

消耗品の納品検査について、提出された納品書に受付印及び個人印を押し

ていない事例があったので、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従

い、適切に処理されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、適切に処理すべく、平

成21年度における消耗品納品検査においても同様の不適切な処理が存在しな

いか再度、複数名による確認を行い、適正に処理済みであること確認したと

ころである。

19 和歌山県工業技術センター

(1) 監査実施年月日 平成22年1月26日

(2) 監査の結果

注意事項

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1件2,356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

注意事項

人事課と協議し、返納手続きを行い該当職員に説明し平成22年1月に人事課

から返納納付書を送付し納付された。

適切な記載、事務処理等周知徹底を図るとともにチェックをさらにきめ細

かく行い記載誤りのないよう再発防止に努める。

20 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター

(1) 監査実施年月日 平成22年2月26日

(2) 監査の結果

注意事項

ア 児童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2,213

万円となっており、前年度末に比し、約48万円増加している。

今後も、子ども未来課及び障害福祉課と債権管理の方策について十分協

議を進めるとともに、戸別訪問等徴収に向けた取組を行い、未収額の縮減

を図られたい。

イ 集中調達外の消耗品について、納品書の添付もれ等が散見されたので、

平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、適切に処理されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項



ア 児童福祉施設負担金の未収金徴収は、近年の不況等により非常に厳し

い状況にある。

このため、特に過年度分滞納者については、納付義務者を①生活困窮や

転居先不明等により回収が困難なケース、②分納中で完納が見込めるケー

ス、③分納中であるが、完納に至らないケース等の３つのケースに仕分け、

個別具体的な事情とも照らし合わせながら訪問徴収等により未収金の徴収

に努めている。

具体的には、平成20年度決算時の滞納繰越者86名について、平成21年12

月末現在では、完納となった者は5名、分納中の者が42名、交渉中の者が3

9名という状況であった。

また、不納欠損処理については、平成20年度において処理すべき案件に

ついては、事務処理上、本課との協議に時間を要したため、平成21年度に

繰り越し､14名､7,652,120円の不納欠損処理を行ったところである。

今後とも引き続き、所を挙げて、徴収事務の一層の強化を図り、粘り強

い戸別訪問や電話督促等を行うとともに、不納欠損処理の可能なものにつ

いては、不納欠損処分を行い、未収金の縮減に努めてまいりたい。

イ 集中調達外の消耗品の納品書の添付もれについて、予備監査の際、指摘

を受け、予備監査終了後、直ちに処理を行った。

21 和歌山県公営競技事務所

(1) 監査実施年月日 平成22年2月26日

(2) 監査の結果

注意事項

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20年度末におけ

る未収額は約2億円となっている。

引き続き未納者の収入状況等を十分把握の上、返還額の増額を図るなど、

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

注意事項

これまでの弁済状況や未納者の収入状況等現状を把握し、必要に応じて接

触を図る等弁済指導を行い、消滅時効とならないよう債権管理を行う。

22 和歌山下津港湾事務所

(1) 監査実施年月日 平成22年2月26日

(2) 監査の結果

注意事項

ア 港湾施設使用料等の収入未済額は、平成20年度末で約3,405万円となって

おり、前年度末に比し、約5万円減少している。



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 超過勤務について、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2件7,935円支給されていたので、返還措置を講じられたい。

ウ 消耗品の納品検査について、提出された納品書に個人印を押していない

事例があったので、平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知に従い、

適切に処理されたい。

検討事項

港湾ガントリークレーンについて、平成20年度の使用料が345万円である

が、保守点検業務委託料及び修繕料に約2,000万円要している。引き続き今

後の対応を検討されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 平成21年4月にプロジェクトチームを編制し、適切な債権管理に努めた

結果、平成21年度末の未収金は30,001,051円で、前年度末と比較し4,054,

724円減少した。

イ 2名の職員に対する過払い超過勤務手当について、平成22年1月に返還措

置を講じた。

ウ 再発防止のため平成21年1月5日付け出第307号出納室長通知の周知徹底を

行った。

検討事項

ガントリークレーンの収益向上を図るため、引き続きコンテナターミナ

ルの利用拡大に努めている。

23 財団法人わかやま産業振興財団

(1) 監査実施年月日 平成22年2月26日

(2) 監査の結果

注意事項

設備貸与資金の未償還金については、平成20年度末で約2億4,984万円あ

り、前年度末に比し、約201万円減少したが、依然として多額である。

今後も引き続き、適正な債権管理に努められたい。

検討事項

流動資産の運用方法について、一部効率的でない面も見受けられるので、

今後、安全確実な保管はもとより、更に効率的な運用をされ、少しでも事

業の財源を確保するよう検討されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

設備貸与資金の未償還金については、なお多額の未収金が存在するので、



債権管理状況について密接に連携を取りながら、財団の最重点課題として

今後ともその回収等に積極的に取り組むとともに、新たな未収金を発生さ

せることの無いよう指導しているところである。

検討事項

流動資産の運用方法について、少しでも事業の財源を確保するように、

安全確実な保管に留意しながら効率的な運用をするように指導していると

ころである。

24 社団法人和歌山県私学振興基金協会

(1) 監査実施年月日 平成22年2月26日

(2) 監査の結果

検討事項

流動資産については、短期貸付金を除き、すべて無利子の決済性普通預金

で管理され、資産が有効に活用されていないので、健全な運営に必要な資産

を除き、元本が回収できる可能性が高く、なるべく高い運用益が得られる方

法を検討されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

検討事項

社団法人和歌山県私学振興基金協会の流動資産のうち短期貸付金を除いた

資産の管理について、当該法人に対し有効活用の方法を検討するよう助言し

た結果、安全性が高くかつ運用益が得られる管理方法に変更されることとな

った。

25 財団法人和歌山栽培漁業協会

(1) 監査実施年月日 平成22年2月26日

(2) 監査の結果

注意事項

源泉所得税の納付が遅れ、不納付加算税及び延滞税を団体が負担した事例

があったので、今後このようなことがないよう納付期限を厳守されたい。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

源泉所得税の納付期限を厳守するよう指導を行った。


