
和歌山県監査公表第３６号
平成２０年８月２７日付け監査報告第８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１１月１８日
和歌山県監査委員 楠 本 隆
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 海草振興局健康福祉部
(1)監査実施年月日 平成２０年７月２９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１９年度末で約７
３３万円となり、前年度末に比し約５３万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
母子・寡婦福祉資金貸付金の未償還については、平成１９年３月末で約７

３３万円となり、前年度同月末に比し約５３万円の増加となっているが、５
月末では未償還金約６８６万円となり、前年度同月末に比し約６万円の増加
である。

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。

２ 和歌山県住宅供給公社
(1)監査実施年月日 平成２０年７月２９日
(2)監査の結果

ア 平成１９年度における宅地分譲等の販売実績は、西庄・夢タウンの２区
画の土地の販売にとどまった。今後は、一層残りの土地区画の販売に努め
られたい。

イ 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。

ウ 県営住宅等の管理において、県営住宅使用料の平成１９年度末の収入未
済額は、約１億５，６２３万円で、前年度に比し約３５５万円増加してい
るので、今後とも県住宅環境課及び県営住宅委託管理人と連携し、未収金
減少に努力するとともに、新たな未納者の発生防止に一層努力されたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
ア 分譲宅地の販売促進については、平成２０年８月に長山、岸宮、木ノ本

の３団地で価格見直しを行った結果、一部区画の販売につながりましたが、
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。

イ 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の進捗等について指導してきたが、早期に
移管でき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、県住宅環境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ことで一層の適正
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。



和歌山県監査公表第３号
平成２０年１０月２８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１９
９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

平成２１年１月１６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 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２０年８月２１日

結果(2)監査の
造林事業の事業費の財源は、その大部分が農林漁業金融公庫及び県からの

借入金であり、平成１９年度末の借入金残高は、約１４５億５千万円となっ
ている。また造林事業は伐期まで長期間にわたるため今後も多額の借入金が
必要となる。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、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
（５０～８０年に契約変更）などを確実に実行されたい。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
他都道府県や国の動向を継続的に注視するとともに、長伐期施業転換への

契約変更の推進や管理費の一層の縮減、事業費の圧縮等経営改善に努めるよ
う指導した。

２ 和歌山県土地開発公社
(1)監査実施年月日 平成２０年８月２１日
(2)監査の結果

ア 和歌山県土地開発公社の保有する土地のうち、紀泉台、長山及び蜂伏に
ついては住宅の分譲地として、また北勢田ハイテクパークについては企業
団地として売却されつつある。残りの区画について、今後も、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。

イ 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、引取先
の地方公共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。

(3)監査の結果に基づき講じた措置
ア 紀泉台、長山及び蜂伏の各住宅団地の分譲については、関係機関と連携

し、ＰＲ活動などの積極的な販売活動により早期売却を目指すよう、また、
北勢田ハイテクパークの企業団地の分譲については、県商工観光労働部等
と緊密に連携して売却促進を図るよう、引き続き、土地開発公社に対しそ
れぞれ指導していく。

また、その他の保有土地についても、引き続き、早期処分に向けて努め
るよう指導していく。

イ 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、引き続
き、その早期移管に向けて努めるよう、土地開発公社に対し指導していく。



和歌山県監査公表第７号
平成２０年１１月１０日付け監査報告第１７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２１年２月１３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 那賀振興局
(1)監査実施年月日 平成２０年９月２９日
(2)監査の結果

建設部
不動産登記等業務委託において、平成１９年４月１日に締結した「不動産

登記等業務委託単価契約書」に基づく調査業務及び測量業務において地域区
分及び難易度による加減率（７０％～１７０％）が適用されていない箇所が
見受けられたので、早急に是正するとともに今後履行確認の検査を徹底され
たい。

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１９

年度末で約１，０１５万円の未収金となっており、前年度末に比し約８７
万円の減少となっている。

今後も、新規未償還金の発生防止に努めるとともに、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。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成１９年度末で約５３１万円
となっており、前年度に比し約１００万円減少している。

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、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１９年度末現在、１１６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
等もあり処理が困難な面は否定しがたいが、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を図り、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
建設部

平成２０年度からの不動産登記等業務委託については、業務委託先の社団
法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会に対して、契約内容の確認及び加減率
等適用の説明責任を促すとともに、成果品については担当職員との相互確認
の履行を徹底しているところである。

健康福祉部
ア 未収金については、電話や文書、夜間訪問等により償還指導・徴収を実

施しているところである。
また、新たな滞納ケースの発生防止のため、厳正な貸付けの徹底をさら

に図るとともに、今後も未納者の状況把握に努めながら適切な債権管理に
取り組んで参りたい。

イ 未収金については、生活状況が厳しく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、連絡の取れ
ない者についても所在調査等を行っているところである。今後とも、紀の
川市、岩出市等関係機関との連携を密にし、未収金の早期整理に努めて参
りたい。

産業振興部
過年度における未登記処理については、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を図るとともに、県単独事業の登記事務促進
対策事業を活用しながら未登記処理を行っているところである。



平成８年度末で１８５筆の未登記が、平成１９年度末までの１１年間で６
９筆の処理を完了し、現在１１６筆となっている。

また、広範囲な地図訂正を必要とする紀の川市平野字日向谷地区について
は、平成１８年度から平成２１年度までの４年間をかけて登記事務促進対策
事業を実施することとしている。

地図訂正が完了すれば、未登記１１６筆の内７６筆の解消に目処が立ち、
大幅な進捗を見込むことができる。

今後も引き続き登記事務促進対策事業の活用、並びに各市地籍調査課との
連携を図りながら未登記処理を実施して参りたい。

２ 紀北県税事務所
(1)監査実施年月日 平成２０年９月２９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１９年度末におけ
る収入未済額（個人県民税を除く ） は約２億１，５３０万円と、前年度に比し。
約４，４３２万円の減少となった。

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。

個人県民税については、収入率は上昇したが、税源移譲のため調定額が大幅に
増加し、収入未済額もそれに伴い増加している。地方の自主財源を生かすうえか
らも、今後とも、悪質な案件については、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 「紀北地域県税徴収対策本部」において、県税事務所の組織、
の力、徴収力の向上を図り、一層の税収確保を図ることを目的として、以
下の徴収対策を策定し、組織をあげて取り組むこととする。

イ 徴収目標、行動目標及び措置
（ア）収入未済額を前年度比５％削減する。
（イ）目標徴収率を９５．１％（対前年度比＋０．３％）とする。
（ウ）レッドカードの送付等の催告をより効果的なものに改善するとともに、

財産調査の早期着手と徹底、捜索・タイヤロックの活用、財産差押えの
強化等の滞納整理を進める。

（エ）督促状を発送した後、速やかに電話催告を実施する。
（オ）滞納案件について迅速・的確な整理方針を立て、計画的に各種調査を

進め、差押え等の滞納処分や差押え物件の公売、並びに執行停止に積極
的に取り組み、早期の整理・完結を目指す。

（カ）個人県民税については、引き続き、地方税法第４８条の規定による直
接徴収及び職員派遣制度の活用による併任派遣に取り組み、市町と協働
で徴収確保を図る。

（キ）高額・困難滞納事案については、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、協力を得ながら滞納整理を進める。

（ク）職員を専門研修や一般研修に積極的に参加させるとともに、職場内研
修を活用し、徴収に係る知識及び技術の向上並びに組織全体の力の向上
を図る。



和歌山県監査公表第８号
平成２０年１２月３日付け監査報告第１９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２１年２月１３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 和歌山県税事務所
(1)監査実施年月日 平成２０年１０月２９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１９年度末における収入未済額（個人県民税を除く ）は約７億。
５,１６７万円と前年度末に比し、約１億２５０万円の減少となった。

今後も、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、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 基本方針

(ア)本年は、国から地方への税源移譲が実施されて２年目となることから、
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・適正な賦
課徴収に努める。

(イ)現年課税分の未納案件への早期対応及び高額未納者への集中的対応を
基本方針に据え、定例の対策会議により進行管理の徹底を期するととも
に、計画的・効果的な滞納 整理に努め、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は、対前年度決算比０．２ポイントアッ
プの９７．２％に設定する。

(イ)滞納整理の促進
現年課税分の未納案件への早期着手に努め、高額未納者について、

広範かつ徹底した財産調査を行い、差押・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実施
課税件数の多い現年の自動車税徴収対策として、期間を定め、全

職員による一斉電話催告を行う。
(エ)個人住民税の徴収対策

市町から前年度を上回る件数の徴収引継ぎを受け、直接収納を実施
する。また、市町と定期的に徴収対策に関する協議を行う。

２ 有田振興局
(1)監査実施年月日 平成２０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（元利合計）については、平成１９
年度末で 約３０２万円の未収金となり、前年度末に比し約１８万円の減
少となっている。

今後も、新規未償還金の発生防止に努めるとともに、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。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成１９年度末で約１，１２４



万円となっており、前年度末に比し約１０６万円増加している。
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１９年度末で約７４３万円
となっており、前年度に比し約８４万円増加している。

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、貸付け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、貸付け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
参りたい。

今後と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んでいる。

また、生活困窮等の訴えもある中で引き続きねば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、本人及び連帯保証人に対す

る督促並びに法的措置の適用により滞納整理体制を強化したところである。
今後もさまざまな方策を本庁と協議し、なお一層未収金の回収に努める。

２ 紀中県税事務所
(1)監査実施年月日 平成２０年１０月３０日
(2)監査の結果

県税の収入確保について、平成１９年度末における収入未済額（個人県民
税 を除く ）は、約１億２００万円と前年度に比し約１，４２９万円の減少。
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条の規定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２．７％改善されているが、税源移譲
により、約８割調定額が増加し、その結果、未収額は約３９百万円増加して
いる。

今後も、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２０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ところであるが、今後も一層の滞納整理
の強化に努める。

また、県下合同滞納整理強化月間においては、夜間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
既に地方税法第４８条の規定に基づく直接徴収に着手しているが、今後

も管内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る。



３ 伊都振興局
(1)監査実施年月日 平成２０年１０月３１日
(2)監査の結果

建設部
ア 不動産登記等業務委託において、平成１９年４月１日に締結した「不動

産登記等業務委託単価契約書」に基づく調査業務及び測量業務において地
域区分及び難易度による加減率（７０％～１７０％）が適用されていない
箇所が見受けられたので、早急に是正するとともに今後履行確認の検査を
徹底されたい。

イ 土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成１９年度末で約３０３万
１千円となっており、前年度に比し約２６万７千円増加している。

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。

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１９年度末で約７

５０万円の未収金となっており、前年度末とほぼ同額である。
今後も、戸別訪問等徴収に向けた取組を積極的に行い、組織的な債権管

理に努めるとともに、新規未償還金の発生防止のため、貸付時における償
還指導を徹底されたい。

イ 生活保護費返還金の未収金については、平成１９年度末で約２５３万４
千円（１名１件）となっている。

今後も、橋本市との連携を図りながら、債権管理を徹底し、未収金の整
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

ア 平成２０年度の不動産登記等業務委託については、平成２０年９月２６
日付け事業進行課長通知（公共嘱託登記土地家屋調査士協会業務単価表に
おける加減率の適用について）に従い 「不動産登記等業務委託単価契約、
書」に基づき加減率の適用のある項目については、地域区分及び難易度に
よる加減率を適用するとともに、業務の完了について報告があったときは、
履行確認の検査を徹底しているところである。

「家賃滞納者等に対イ 土木使用料（公営住宅）の収入未済額については、
する措置マニュアル」に沿って、電話督促や夜間徴収、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、未収金の更な
る削減を図るため取り組んでいく。

健康福祉部
ア 母子寡婦福祉資金貸付金の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及び申請者・連帯借り主・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っている
が、今後も徹底して実施していく。

なお、滞納者については、早期からの電話・訪問による督促のほか、振
興局に来所していただき、償還計画の見直しや連帯保証人への接触を行っ
ている。また、組織的な債権管理ということでは、強化月間を定め、課の
職員二人一組体制で連帯借り主や連帯保証人を訪問し、集中的に償還指導
に取り組んでいく。今後とも、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 債務者は本年６月に刑務所から出所後再び橋本市の被保護者となった
が、まもなく体調不良で入院に至り、去る１２月９日に死亡されたとこ
ろである。

今後、親族に対し相続の意志確認を行ったうえで、適切な対応に努め
ていく。なお、出所後に返還された額は５０００円となっている。



和歌山県監査公表第１９号
平成２１年１月７日付け監査報告第２２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２１年４月１４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 西牟婁振興局
(1) 監査実施年月日 平成２０年１１月２７日
(2) 監査の結果

ア 健康福祉部
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、約８５万

円の不納欠損処理を行ったこともあり、平成１９年度末で約６０９万円と
なり、前年度末に比し約９３万円の減少となっている。

今後も、新規未償還金の発生防止に努めるとともに、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。

イ 建設部
（ア）不動産登記等業務委託において、平成１９年４月１日に締結した「不動

産登記等業務委託単価契約書」に基づく調査業務及び測量業務において地
域区分及び難易度による加減率（７０％～１７０％）が適用されていない
箇所が見受けられたので、早急に是正するとともに今後履行確認の検査を
徹底されたい。

（イ）土木使用料（公営住宅及び駐車場）の収入未済額は、平成１９年度末で
約２，５６２万円（うち公営住宅に係るものにあっては約２，３２８万円、
駐車場に係るものにあっては約２３４万円）となっており前年度末に比し
約１６６万円に減少となっている。

今後も、滞納者等に対し、納付誓約の履行を遵守させるなど納付指導を
強化するとともに、大口滞納者や悪質滞納者に対しては、法的措置の適用
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
ア 健康福祉部

母子寡婦福祉資金貸付金の償還滞納者については、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出来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
本人のほか連帯保証人や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。

最近の貸付けについては、修学資金及び修学支度資金の貸付けとなって
おり、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
の向上に取り組んでいく。

イ 建設部
（ア) 当該指摘事項については 「不動産登記等業務委託単価契約書」に基づ、

き履行確認を行っていたが、加減率の適用については、職員及び公嘱協会
に契約内容の周知が徹底されていなかった。

今後は、このようなことがないように、平成２０年９月２６日付け事第
２５９号事業進行課通知（公共嘱託登記土地家屋調査士協会業務単価表に
おける加減率の適用について）に従い、調査業務及び測量業務において地
域区分及び難易度による加減率を適用するとともに、履行確認の検査を徹
底する。



（イ) 現在、西牟婁振興局建設部において管理している県営住宅は１５団地、
６６７戸である。

今年度についても、昨年に引き続き、月１回の夜間徴収と新たな２か月
までの小口滞納者を減らすため、全課体制で未収金の減額に努めており、

＋０．３７１０月末での数字であるが、現年度の徴収率として前年同月比
％と前年同時期を上回っている。

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
上で、住宅の明渡し及び滞納家賃の請求訴訟手続（和解、調停を含む ）を。
講じることとしている。平成１９年度においては１件の訴訟（和解１件）
を行い、平成２０年度も１０月末までに１件の訴訟（和解１件）を行った。

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
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。

今後とも、滞納整理における事務手続の徹底強化、家賃徴収の強化を行
うとともに、担当職員、徴収委託管理人との連携をより深め、悪質滞納者
には、法的手続の徹底した措置を講じることとし、未収金の減額に努める。

２ 紀南県税事務所
(1) 監査実施年月日 平成２０年１１月２７日
(2) 監査の結果

県税の収入確保については、組織的に努力されており、平成１９年度の収
。 ，入未済額（個人県民税を除く ）は約１億７，４１９万円と前年度に比し約２

７４３万円の減少となっている。
個人県民税については、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４８条の

規定に基づき、滞納案件の徴収を関係市町村から引き継ぐなど、努力の結果、
徴収率が前年度に比し５．２ポイント改善されているが、税源移譲により現年
度調定額が約８割増加し、その結果、収入未済額は約３，４６９万円増加して
いる。

今後も、資産調査等により、滞納者の現況を把握するなど債権管理に努め、
収入未済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
ア 地域県税徴収対策本部の設置

平成２０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
や行動目標で税収確保、滞納額の縮減に取り組んでいるところである。今
後も、一層の滞納整理の強化に努めてまいりたい。

イ 個人県民税徴収対策
関係市町村との共同催告に加えて、地方税法第４８条の規定に基づく直

接徴収に取り組んでいるところであるが、今後も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
てまいりたい。

また、２０年度も、白浜町に県税事務所の職員を派遣し、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ま
いりたい。

３ 紀南児童相談所
(1) 監査実施年月日 平成２０年１１月２７日
(2) 監査の結果

平成１９年度末における児童福祉施設入所負担金の未収金は１３名で約６４
６万円となり、前年度末に比し約１万円の減少となっている。

平成１８年１０月から障害者自立支援法（平成１７年法律１２３号）に基
づき利用者と利用施設とが契約を締結する制度が導入され、紀南児童相談所に
おける児童福祉施設入所負担金の調定額は減少しているが、依然として多額の
未収金が残っている。

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



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り、徴収事務担当者だけでなく地区担当ケースワーカ
ーとも協力して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。

今後も、債権管理の方策について障害福祉課等と引き続き協議・検討を重ね
なお一層納入促進に努力し、新規未納者の発生防止に努める所存である。



和歌山県監査公表第２０号
平成２１年２月３日付け監査報告第２６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２１年４月１４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 東牟婁振興局
(1) 監査実施年月日 平成２０年１２月１８日及び同月１９日
(2) 監査の結果

ア 健康福祉部串本支所
生活保護費返還金の未収金については、平成１９年度末で約８５７万円

となっており、前年度末に比し約１８万円増加している。
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。

イ 串本建設部
不動産登記等業務委託において、平成１９年４月１日に締結した「不動

産登記等業務委託単価契約書」に基づく調査業務及び測量業務において地
域区分及び難易度による加減率（７０％～１７０％）が適用されていない
箇所が見受けられたので、早急に是正するとともに今後履行確認の検査を
徹底されたい。

ウ 健康福祉部

生活保護費返還金の未収金については、平成１９年度末で約７４８万円
となっており、前年度に比し約６０万円増加している。

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。

エ 新宮建設部
不動産登記等業務委託において、平成１９年４月１日に締結した「不動（ア）

産産登記等業務委託単価契約書」に基づく調査業務及び測量業務において
地域区分及び難易度による加減率（７０％～１７０％）等が適用されてい
ない箇所が見受けられたので、早急に是正するとともに今後履行確認の検
査を徹底されたい。

（イ）平成１９年度末における土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、約６
６８万円で、前年度に比し約７１万円減少している。

今後とも、県営住宅委託管理人とも連携し、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
ア 健康福祉部串本支所

未納者の大部分が現在も保護受給中等の経済的に厳しい状況であるが、
分割納付等により今後とも粘り強く返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し債権管理の一層の徹底を図ってい
く。

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行うとともに、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正な実施に努めていく。

イ 串本建設部
当該指摘事項については、事業進行課通知文「公共嘱託登記土地家屋調

査士協会業務単価表における加減率の適用について」及び「不動産登記等
業務委託単価契約書」に基づき、地域区分及び難易度による加減率を適用



するとともに、履行確認を徹底する。
ウ 健康福祉部

不正受給の防止については、全被保護世帯に対し生活状況の報告、収入
の申告義務について周知徹底を図るとともに、課税状況調査の早期実施や
随時の預貯金調査を実施する。

償還については、返還義務者のほとんどが経済的基盤が極めて脆弱であ
るため、非常に困難な状況であるが、分割納付等、粘り強く返還指導を行
っているところである。また、徴収不可能な債権については、福祉保健部
所管貸付金等に係る未収金に関する債権管理委員会の方針に基づき不納欠
損処理等を進めるなど、債権管理の一層の徹底と早期整理に努
めていく。

エ 新宮建設部
（ア）当該指摘事項については 「不動産登記等業務委託単価契約書」に基づ、

く調査業務及び測量業務において、地域区分及び難易度による適正な加減
率等を適用するとともに、履行確認の検査については、担当職員による精
査、検査員による検査の２段階チェックを徹底する。

（イ）公営住宅使用料の未収金整理については 「家賃徴収に関する打合せ会、
議」を３か月に１回程度開催し、滞納者に対する措置及び状況等について
協議を行い、委託管理人との連携をとりながら未収金の徴収に努めている。

滞納額の少ない者に対しては、委託管理人が主となり、訪問等により未
収金の徴収に努め、それでも改善が認められない滞納者については、訴訟
等法的措置を踏まえ対応することで、未収金の縮減に努めている。

平成１９年度の主な取組としては、明渡訴訟済３件、訴訟での和解２件、
強制退去処分を３件行った。

平成２０年度の現況としては、訴訟の提起についての議会議決２件、強
制退去処分２件、契約解除退去１件、給与の差し押さえによる完済１件で
ある。

これらの措置により、今後とも徴収率の向上を図る。



和歌山県監査公表第２１号
平成２１年３月１７日付け監査報告第２７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２１年６月５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 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２１年１月３０日
(2) 監査の結果

平成１９年度末における児童福祉施設負担金の収入未済額は、消滅時効が

完成した債権に係る不納欠損処分等を行った結果、約２，１６５万円となり、

前年度に比し約６５０万円の減少となっている。

平成１８年１０月から、障害者自立支援法成立に伴い児童福祉法が改された

ことにより、利用者と利用施設とが契約を締結する制度が導入され、子ども・

障害者相談センターにおける児童福祉施設入所負担金の調定額は減少している

が、依然として多額の未収金が残っている。

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、一層の効

率的な債権管理に努めるとともに、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。

監査の結果に基づき講じた措置(3)
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

を置いて取り組んでいる現状である。新たに未収金が発生した場合には、直ち

に家庭訪問等を行い、制度の理解を求めるとともに、納期限内納付を督促する

など、納入義務者との意思疎通を図りながら未収状態が常態化しないよう個別

に具体的に取組を行っている状況である。

また、過年度分滞納者については、①分納中で完納が見込めるケース、②転

居先不明等により回収が困難なケース、③分納中であるが、完納に覚束ないケ

ース等に仕分を行い、個別的な事情とも照らし合わせながら訪問徴収等によ

り未収金の整理及び縮減に当たっているところである。

具体的には、平成１９年度で１５名、６，２５７，７００円の不納欠損処分

を行った他、過年度分滞納者を２０名削減させたところである。

また、平成２０年度では、大口滞納者案件１件について、預金の差押えを行

ったことなどもあり、平成２０年１２月末現在で既に昨年度の過年度分徴収決

算額を超えた状況である。

さらに、過年度分滞納者７７名のうち９名について完納させたところである。

今後とも引き続き、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る。

２ 和歌山県公営競技事務所
(1) 監査実施年月日 平成２１年１月３０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１９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

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、早期完済は大変困難であると考えられるが、少額では
ありながら、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、消滅時効とならないように債権管理を
していく。

３ 和歌山下津港湾事務所
(1) 監査実施年月日 平成２１年１月３０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１９年度末で約３，４１１万円
となり、前年度に比し約８６１万円も増加している。

滞納者については、施設の使用停止、許可の取消し等の法的措置を講じる等、
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
滞納者のうち、１社で９８件１６，８５５，６２５円（63％ （現年４７件７，）

５９１，１８７円、過年度５１件９，２６４，４３８円）滞納している者があ
り、その者に対しては使用料の納付を再三督促したにもかかわらず納付の意志
がみられないことから、平成２０年１０月２９日付けで港湾施設等の使用許可
の取消、原状回復の上、返還及び未納使用料の一括納付を内容とする命令を行
ったが履行されなかったため、訴訟の提起（港湾施設の不法使用状態の解消、
滞納使用料の徴収及び不法使用に係る損害賠償）を行う。

また、その他の滞納者に対しても、電話催告及び隣戸訪問等を行い交渉記録
を作成しながら徹底管理の上、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、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年和歌
山県条例第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、法的根拠による滞納整理処分も視野に入
れて取り組む。

４ 財団法人わかやま産業振興財団
(1) 監査実施年月日 平成２１年１月３０日
(2) 監査の結果

設備貸与資金の未償還金については、平成１９年度末で約２億４，５８０万
円となり、前年度末に比し約２４１万円減少したが、依然として多額である。

今後も引き続き、各企業の経営状況の把握に努め、債権管理に取り組まれた
い。

(3) 監査の結果に基づき講じた措置
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事の無
いよう指導しているところである。



和歌山県監査公表第２２号
平成２１年１月７日付け監査報告第２２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２１年６月１９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

日高振興局建設部
(1) 監査実施年月日 平成２０年１１月２６日
(2) 監査の結果

ア 不動産登記等業務委託において、平成１９年４月１日に締結した「不動産
登記等業務委託単価契約書」に基づく調査業務及び測量業務において地域区
分及び難易度による加減率（７０％～１７０％）等が適用されていない箇所
が見受けられたので、早急に是正するとともに、今後も履行確認の検査を徹
底されたい。

イ 土木使用料（公営住宅）の収入未済額は、平成１９年度末で約９５９万円
となっており、前年度に比し、約２９万円減少している。

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
ア 現在 「不動産登記等業務委託単価契約書」に基づく調査業務及び測量業務、

においては、地域区分及び難易度による加減率を適用し、適切に執行してい
る。

また、検査体制についても、課長検査の前段階で担当グループリーダーに
よる事前チェック体制の整備等検査体制の強化を図った。

イ 土木使用料（公営住宅）の未収金については、県営住宅委託管理人との未
納者の状況把握協議の回数を増やして連携強化 １回／月→１回／週）を図（
り、その協議を基に電話督促、納付書（督促文付）の送付及び徴収訪問を行
って債権管理に努めることとした。


