
和歌山県監査公表第15号

平成25年2月4日付け監査報告第18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25年6月4日

和歌山県監査委員 保 田 栄 一

和歌山県監査委員 足 立 聖 子

和歌山県監査委員 山 本 茂 博

和歌山県監査委員 平 木 哲 朗

１ 東牟婁振興局地域振興部

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

（１）郵便切手類使用簿において、複 （１）監査において注意を受けて以

数人による四半期ごとの現物確認 降、改正後の和歌山県物品管理等

がなされていないので、平成24年 事務規程の遵守を職員に周知徹底

4月1日付けで施行された改正後 し、複数職員による検印を実施す

の和歌山県物品管理等事務規程 るなど、適正に処理を行ってい

（昭和36年和歌山県訓令第20号） る。

に基づき、適正に処理されたい。

（２）超過勤務手当について、休憩時 （２）当該事項については、平成24年

間数及び勤務時間の区分誤りによ 12月給与支給時に差額調整を行っ

る過支給があったので、適正に処 たところである。

理されたい。 今後、全職員に対し休憩時間等

の取扱いについて周知徹底を行

い、適正な処理に努める。

（３）簡易公開調達制度による物品運 （３）今後は、前年度実績等を基に支

搬単価契約において、支出予定総 出予定総額を設定し、適正な処理

額を設定していなかったので、適 に努める。

正に処理されたい。

２ 東牟婁振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成25年1月10日



監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

（１）生活保護費返還金の未収金につ （１）過年度の未償還者については、

いては、平成23年度末で約715万 大半が生活保護から脱却したもの

円となっており、前年度末に比し の生活基盤が脆弱で境界層にある

約35万円増加している。 者等であるが、電話による催告や

今後も、文書による督促に加 自宅訪問など粘り強く償還指導を

え、電話による催告、自宅訪問に 行い、債権管理の一層の徹底を図

よる納付指導など、適切な債権管 っている。

理に努められたい。 また、不正受給の防止のため、

また、被保護者の資産状況を精 生活状況の報告及び収入の申告義

査し、収入の把握に努めるなど、 務について周知徹底を図ってお

新規未収金の発生防止に努められ り、毎年課税状況調査や年金調

たい。 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。

（２）生活保護費返還金について、和 （２）督促状の発付に関する和歌山県

歌山県財務規則（昭和63年和歌山 財務規則の規定内容を職員に周知

県規則第28号）第34条第1項に定 徹底し、指摘を受けた以降は適正

める督促状を発付していなかった に処理している。

ので、適正に処理されたい。

（３）母子寡婦福祉資金貸付金償還金 （３）母子寡婦福祉資金貸付金償還金

の未収金については、平成23年度 の未収金については、電話及び文

末で約363万円となっており、前 書による催告に加え、自宅等を訪

年度末に比し約102万円増加して 問して償還指導を行い、未収金の

いる。 債権管理に努めている。

今後も、新規未収金の発生防止 また、新規未償還ケースの発生

のために、貸付時における償還指 防止のため、新規貸付時には本

導の徹底を図るとともに、適時に 人、連帯借主及び連帯保証人に同

連帯保証人や連帯借受人等を交え 席を求め事前協議及び面接を行

た協議の場を持つなど、未納者の い、資金の使途や償還能力を十分

現状を把握し、適切な債権管理に 把握するとともに、本貸付けの目

努められたい。 的や意義等についての説明を行

い、償還義務の意識付けの徹底を

図っている。

（４）保健所で実施する細菌培養同定 （４）細菌培養同定検査については、



検査については、区分によって料 使用料通知票に単価適用の根拠と

金単価が異なるが、使用料通知票 なる所属等を記入することにより

で適用する料金単価の根拠が確認 料金単価の根拠確認ができるよう

できないものがあったので、適正 改善した。

に処理されたい。

（５）振興局地域振興部から手交され （５）年間の発送予定数量に相当する

た郵便切手について、郵便切手類 郵便切手の交付を受けていたが、

使用簿に発送先等を記入すること 必要の都度、発送先及び必要枚数

なく使用していたので、適正に処 を記入した「郵便切手・はがき請

理されたい。 求書」を地域振興部に提出し交付

を受けるよう改め、同部で管理す

る郵便切手類使用簿で使用状況を

明らかにしていく。

３ 東牟婁振興局健康福祉部串本支所

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

（１）生活保護費返還金の未収金につ （１）督促状については和歌山県財務

いては、平成23年度末で約561万 規則第34条第1項に定める期限内

円となっており、前年度末に比し に発付するように直ちに改めた。

約9万円減少している。 未納者の大部分が現在も生活保

督促状が、和歌山県財務規則第3 護受給中であるが、分割納付等に

4条第1項に定める期限内に発付さ より粘り強く償還指導を行うな

れていないものがあったので、注 ど、債権管理の一層の徹底を図っ

意するとともに、電話による催 ている。

告、自宅訪問による納付指導な この結果、平成25年3月末まで

ど、適切な債権管理に努められた に191,900円の納付があった。

い。 また、被保護世帯の収入状況の

今後も、被保護者の資産状況を 早期把握が不正受給及び返還金未

精査し、収入の把握に努めるな 収金発生の防止につながることか

ど、新規未収金の発生防止に努め ら、被保護者全員を対象にした課

られたい。 税調査の早期実施や随時の預貯金

調査を行うとともに、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。

（２）生活保護費返還金について、分 （２）分割した金額ごとに納期限を設

割納入を承認した事例において、 定し、履行延期を承認した事例で

分割した金額ごとの納期限を設定 は納期限どおりに期限を設定する

していない事例があった。 ように直ちに改めた。粘り強く償

また、履行の延期を承認した生 還指導を行うなど、債権管理の一

活保護費返還金の調定において、 層の徹底を図っている。

承認した納期限どおりに期限を設

定していない事例があったので、

適正に処理されたい。

（３）母子寡婦福祉資金貸付金償還金 （３）母子寡婦福祉資金貸付金の未償

の未収金については、平成23年度 還金については、電話及び文書に

末で約106万円となっており、前 よる催告に加えて、夜間において

年度末に比し約25万円減少してい も自宅等を訪問して償還指導を行

る。 い未償還金の債権管理に努めてい

今後も、新規未収金の発生防止 る。

のために、貸付時における償還指 さらに、未納者の生活実態の把

導の徹底を図るとともに、適時に 握に努め必要に応じて分割償還の

連帯保証人や連帯借受人等を交え 方法をとるなど未償還金の回収を

た協議の場を持つなど、未納者の 行い、平成 25年 2月末までに約

現状を把握し、適切な債権管理に 44万円の回収があった。

努められたい。 また、新規の未償還金の発生を

防止するため貸付時において償還

指導の徹底を図った。

（４）保健所で実施する細菌培養同定 （４）検査依頼書及び試験検査調定資

検査については、区分によって料 料に、適用する料金単価が明確と

金単価が異なるが、使用料通知票 なる記載項目欄を設け、根拠を確

で適用する料金単価の根拠が確認 認できるように改善を行った。

できないものがあったので、適正

に処理されたい。

（５）超過勤務手当について、週38時 （５）指摘のあった超過勤務手当につ

間45分の勤務時間を超えているに いては、監査後直ちに不足分の追

もかかわらず、25/100の手当を支 給を行い、適正に処理を行った。



給していない事例があったので、

適正に処理されたい。

（６）敷地内の電柱には通信ケーブ （６）通信ケーブル及び電線の事業者

ル、電話柱には電線が共架されて に行政財産の目的外使用許可申請

いるが、行政財産の目的外使用許 手続を指導し、使用許可を平成25

可手続がなされていないものがあ 年1月9日及び同月17日に行い、適

るので、適正に処理されたい。 正に処理した。

４ 東牟婁振興局串本建設部

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

（１）土木使用料（公営住宅）の収入 （１）公営住宅の未収金については、

未済額は、平成23年度末で約69万 各戸別訪問による督促及び徴収を

円となっており、前年度末に比 行うとともに、連帯保証人への督

し、約1万円増加している。 促も併せて行い縮減に努めてい

今後も、未納者の現状を把握 る。

し、適切な債権管理に努められた また、高額滞納者については法

い。 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。

（２）旅行命令において、不適切な直 （２）過払分となった旅費額630円に

行での出張を承認したため旅費が ついては、平成24年12月1日に返

過払いとなっていた事例があった 還済となっている。

ので、適正に処理されたい。 今後は、命令内容に変更があっ

た場合は速やかに処理を行う。

（３）台帳扱い物品に係る物品調達台 （３）台帳扱い物品に係る物品調達台

帳について、課長決裁がなされて 帳について、課長決裁を必ず経た

いないものがあったので、適正に 上で、事務処理を進めるように徹

処理されたい。 底する。

５ 東牟婁振興局新宮建設部

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置



注意事項 注意事項

（１）土木使用料（公営住宅）の収入 （１）公営住宅の未収金については、

未済額は、平成23年度末で約393 督促状及び催告状による通知や、

万円となっており、前年度末に比 電話及び訪問を行うなど、徴収業

し、約9万円減少している。 務を行っている委託管理人との連

今後も、未納者の現状を把握 携を図りながら、適正な債権管理

し、適切な債権管理に努められた に努める。

い。

（２）工事請負契約の違約金の収入未 （２）工事請負契約不履行に伴う違約

済額は、平成23年度末で約38万円 金の未収金については、債務者が

となっているので、未納者の現状 所在不明若しくは生活困窮等によ

を把握し、適切な債権管理に努め り徴収困難な状況であるが、引き

られたい。 続き訪問による督促を行うなど未

収金の回収に努める。

（３）船舶引揚の代執行に係る収入未 （３）船舶引揚の代執行に係る未収金

済額は、平成23年度末で14万円と については、経済的困窮により回

なっており、前年度末に比し、4 収困難な状況であるが、引き続き

万円減少している。 定期的に臨戸訪問を行うなど、納

今後も、未納者の現状を把握 入義務者の現状を把握しながら適

し、適切な債権管理に努められた 切な債権管理に努める。

い。

（４）平成24年度の漁港施設使用料に （４）年度当初の歳入に係る納入通知

ついて、平成23年度末に誤って納 については、年度区分に応じた適

入の通知を行い、平成23年度に使 切な事務処理を行うよう職員に周

用料が納付された事例があったの 知徹底した。

で、今後このようなことのないよ

う適正に処理されたい。

（５）委託料に係る支出負担行為の決 （５）支出負担行為の決裁及び合議区

裁が、振興局地域振興部会計主幹 分に基づき、適正な事務処理を行

に合議されていない事例があった うよう職員に周知徹底した。

ので、適正に処理されたい。

（６）集中調達物品の消耗品で、納品 （６）納品書の受付については、平成

書に受付印及び個人印を押印して 21年1月5日付け出第306号会計管

いないものがあったので、平成21 理者及び財第235号総務部長通知

年1月5日付け出第306号会計管理 に従い、適正な事務処理に努める



者及び財第235号総務部長通知に よう職員に徹底した。

従い、適正に処理されたい。

（７）使用料及び賃借料に係る支出票 （７）和歌山県財務規則に基づき、適

において、履行確認を行っていな 正な事務処理を行うよう職員に周

い事例があったので、適正に処理 知徹底した。

されたい。

（８）消耗品費の支出において、代表 （８）請求書を受理する際には、請求

者の職氏名が記載されていない請 書具備事項の確認を行い、適正に

求書に基づき支出命令を行ってい 処理していく。

た事例があったので、適正に処理

されたい。

検討事項 検討事項

廃道敷地については、平成23年度末 廃道敷地については、地籍調査の進

で5件が未処理となっているので、引 捗に合わせ、引き続き適正な管理に努

き続き廃道敷地の現況に応じた適正な めるとともに、廃道敷地の現況に応じ

管理に努めるとともに、処理方針を決 た処理を行っていく。

定している箇所について、処理を進め

られたい。

６ なぎ看護学校

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

郵便切手類使用簿において、複数人 郵便切手類使用簿における現物確認

による四半期ごとの現物確認がなされ については、平成24年12月から複数人

ていないので、平成24年4月1日付けで での現物確認及び検印を実施してい

施行された改正後の和歌山県物品管理 る。

等事務規程に基づき、適正に処理され

たい。

７ 和歌山県立串本古座高等学校

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置



注意事項 注意事項

学校敷地内の電柱に通信ケーブルが 使用許可手続のなされていない通信

共架されているが、行政財産の目的外 ケーブルについては、早急に教育財産

使用許可手続がなされていないので、 の使用許可申請手続を指導し、使用許

適正に処理されたい。 可を行い適正に処理した。

８ 和歌山県立新宮高等学校

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

（１）旅費の一部が主催者から支給さ （１）旅費の不足分については、直

れる出張について、残額を支給し ちに追給の手続を行うとともに、

ていないものがあったので、適正 今後このようなことのないよう職

に処理されたい。 員等の旅費に関する規則（昭和41

年和歌山県規則第122号）等につ

いて、職員に周知徹底を行った。

（２）証紙売りさばき代金について、 （２）収納状況一覧表（事後調定）に

収納状況一覧表（事後調定）によ よる決裁手続がなされていない事

る決裁手続がなされていない事例 例について、関係機関に該当分の

があったので、適正に処理された 調定履歴一覧表の出力の依頼を行

い。 い、決裁を行った。

また、今後このようなことのな

いよう職員に周知徹底を行った。

（３）毒物及び劇物等の薬品の保管に （３）毒物及び劇物等の薬品保管につ

ついて、薬品保管管理簿が完備さ いて、平成10年9月25日付け総第3

れていないので、平成10年9月25 27号総務課長及び学第1052号学校

日付け総第327号総務課長及び学 教育課長通知に基づき、薬品保管

第1052号学校教育課長通知に基づ 管理簿を作成し、適正に事務処理

き、適正に処理されたい。 を行った。

９ 和歌山県立新翔高等学校

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置



注意事項 注意事項

（１）庁舎等の緊急小規模修繕につい （１）会社の社印及び代表者印が押印

て、会社の社印及び代表者印が押 されていない見積書により支出負

印されていない見積書により支出 担行為の決裁を行っていた事例に

負担行為の決裁を行っていたの ついて、今後は添付書類の確認を

で、適正に処理されたい。 十分に行うよう、職員に周知徹底

し、適正に事務処理を行ってい

く。

（２）平成23年度の通信運搬費（切手 （２）支出負担行為の整理時期の誤り

購入）の支出負担行為において、 について、職員に和歌山県財務規

整理する時期が誤っていた事例が 則等の周知徹底を行った。

あったので、適正に処理された また、平成24年度以降は、適正

い。 に事務処理を行っている。

10 和歌山県立みくまの支援学校

監査実施年月日 平成25年1月10日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

私事旅行を含む出張において、私事 私事旅行を含む出張における旅費

により復路が夜間帰着になったことに の過払い及び旅行命令簿の記載漏れ

より、旅費が過支給になっていた。 について、直ちに過払分の戻入処理

また、その他欄への帰庁日及び特記 を行うとともに、旅行命令簿の記載

事項欄への往復旅費支給の記載がなさ 漏れについても適正に処理を行っ

れていないので、適正に処理された た。

い。 また、今後このようなことのない

よう、職員等の旅費に関する規則等

について職員に周知徹底を行った。


