
和歌山市監査委員公表第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、和歌山市長及び和

歌山市教育委員会から定期監査の結果報告に基づく措置について通知があったので、同項の規定に

より別添のとおり公表する。 

  平成３０年２月２日 

和歌山市監査委員  伊 藤 隆 通    

同  上    森 田 昌 伸    

同  上    尾 﨑 方 哉    

同  上    薮   浩 昭    



和歌山市監査委員

平成３０年２月２日

定期監査結果に基づく措置の通知に係る公表



和  総  第１６７号 

平成３０年 １月１１日 

（２０１８年）     

 

和歌山市監査委員  様 

 

和歌山市長 尾花 正啓 

 

 

平成２８年度定期監査結果に伴う措置状況について（通知） 

 

 

平成２８年度定期監査の結果に基づき講じた措置等について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。 

 



項目 監査結果等 措置の内容及び状況 担当局部課等名

決裁責任者の
決裁を受けず
に施行

　支出負担行為伺書及び支出負担行為書の両決裁ともに、和歌山市事務
決裁規則に規定されている決裁責任者の決裁を受けずに施行しているも
のが見受けられたので、規則を遵守し適正な決裁処理を行われたい。

　指摘後、決裁責任者の決裁を改めて受けまし
た。また、決裁区分の確認を徹底させるため、定
期的に勉強会を開き担当者に指導し再発防止をし
ています。

建設局
道路部
道路管理課

　河川等占用料の払込事務について、和歌山市財務規則第９２条第５項
では、出納員が引継ぎを受けた収納金は、速やかに払込書により指定金
融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、払込みがな
されていないものが見受けられたので、早急に払込みを行い、今後この
ようなことがないよう同規則を遵守されたい。

　指摘後、早急に払込みました。また、河川等占
用料について、出納員が引継ぎを受けた収納金
は、速やかに払込書により指定金融機関に払い込
むことを徹底しています。

建設局
建設総務部
河川港湾課

　西浜西広場及び西浜東広場の使用料金の収納事務について、収納して
いる「諸収入（雑入）」は、和歌山市財務規則第８５条第３項及び別表
第３に規定された出納員並びに同規則第８６条第３項及び別表第４に規
定された現金取扱員が取り扱える歳入科目となっていないので、現状の
歳入科目が適しているのか検証し、規則改正など必要な措置を講じられ
たい。

　公園緑地課の出納員及び現金取扱員において、
諸収入（雑入）を取り扱えるよう財務規則を改正
しました。

建設局
建設総務部
公園緑地課

　ＪＲ和歌山駅西口わかちか広場の使用許可に伴う使用料金の収納事務
について、収納している「諸収入（雑入）」は、和歌山市財務規則第８
５条第３項及び別表第３に規定された出納員並びに同規則第８６条第３
項及び別表第４に規定された現金取扱員が取り扱える歳入科目となって
いないので、現状の歳入科目が適しているのか検証し、規則改正など必
要な措置を講じられたい。

　平成２９年度からＪＲ和歌山駅西口わかちか広
場の管理を商工振興課へ引き継いでおり、その際
に指摘事項について申し送っています。
　なお、商工振興課の出納員及び現金取扱員が諸
収入（雑入）を取り扱えるよう財務規則は改正さ
れています。

建設局
道路部
道路管理課

定期監査結果に基づく措置状況
（監査実施年度：平成28年度）

現金の収納事
務における誤
り



項目 監査結果等 措置の内容及び状況 担当局部課等名

定期監査結果に基づく措置状況
（監査実施年度：平成28年度）

　行政財産の目的外使用許可に係る使用料（複写機）の徴収事務につい
て、和歌山市公有財産規則第２５条の２では、納付すべき期限を別に指
定する場合においては、当該納付すべき期限までの期間は、使用許可を
する日から１月を超えてはならないと規定されているが、納期限が指定
されず、収納までに１月を超えた期間を要しているものが見受けられた
ので、納入通知書において同条に則した納期限を明記されたい。

　平成２９年度からは、規則に則した納期限を記
入するよう徹底しております。
　納付期間について、使用許可をする日から１月
を超えてはならない旨の引き継きが徹底されてい
なかったために起こった誤りであり、また、納期
限については記入漏れでした。
　よって、担当者が替わっても同じ誤りが発生し
ないよう、課内において１月を超えてはならない
規定の周知を図り、また、複数の職員がチェック
し納期限の記入漏れがないよう、再発防止に取り
組みます。

市民環境局
市民部
男女共生推進課

　河川等占用料の徴収事務について、和歌山市河川等占用料条例施行規
則第５条では、納付すべき期限を別に指定する場合においては、当該納
付すべき期限までの期間は、占用許可をする日から１月を超えてはなら
ないと規定されているが、調定及び納入通知書発送事務が遅れた事によ
り１月を超える納期限が指定され、収納までに１月を超えた期間を要し
ているものが見受けられたので、納入通知書において同条に則した納期
限を明記されたい。

　河川等占用料の徴収事務について、和歌山市河
川等占用料条例施行規則第５条により、納付期限
は占用許可をする日から１か月以内に指定するよ
う徹底しています。

建設局
建設総務部
河川港湾課

　行政財産の目的外使用許可に係る使用料（自動販売機)の徴収事務に
ついて、和歌山市公有財産規則第２５条の２では、納付すべき期限を別
に指定する場合においては、当該納付すべき期限までの期間は、使用許
可をする日から１月を超えてはならないと規定されているが、納期限が
指定されず、収納までに１月を超えた期間を要しているものが見受けら
れたので、納入通知書において同条に則した納期限を明記されたい。

　行政財産の目的外使用許可に係る使用料につい
ての徴収が、許可日から１月を超えてはならない
との認識不足があったため、担当者を含めた課内
職員に対し、条例及び規則等を再確認し、適正な
徴収事務を実施するよう徹底しました。

建設局
建設総務部
公園緑地課

行政財産の目
的外使用許可
等に関する事
務の誤り



項目 監査結果等 措置の内容及び状況 担当局部課等名

定期監査結果に基づく措置状況
（監査実施年度：平成28年度）

　行政財産の目的外使用許可に係る使用料（自動販売機及び掲示板使用
料）の徴収事務について、和歌山市公有財産規則第２５条の２では、納
付すべき期限を別に指定する場合においては、当該納付すべき期限まで
の期間は、使用許可をする日から１月を超えてはならないと規定されて
いるが、納期限が指定されず、収納までに１月を超えた期間を要してい
るものが見受けられたので、納入通知書において同条に則した納期限を
明記されたい。

　記入漏れが発生しないように担当職員に指示す
るとともに、納付書作成時に複数の職員で記入漏
れがないか確認することで再発防止に努めていま
す。

建設局
道路部
道路管理課

　行政財産の目的外使用許可に係る使用料（自動販売機）の徴収事務に
ついて、行政財産の使用許可に関する使用料条例第２条による算定を誤
り、使用料の徴収漏れが見受けられたので、差額分を徴収するととも
に、今後このようなことがないよう同条例を遵守されたい。

　指摘後、差額分を徴収するとともに、使用料条
例を再確認しました。今後条例を遵守し、徴収漏
れがないように複数の職員でチェックして、再発
防止に取り組みます。

市民環境局
環境部
収集センター

　行政財産の目的外使用許可に係る使用料（自動販売機）の徴収事務に
ついて、行政財産の使用許可に関する使用料条例第２条による算定を誤
り、使用料の徴収漏れが見受けられたので、差額分を徴収するととも
に、今後このようなことがないよう同条例を遵守されたい。

　指摘後、差額分を徴収しました。
　行政財産の使用許可に関する使用料条例を遵守
するため、定期的に勉強会を開き担当者に指導し
ています。また、算出した使用料について適正か
どうか複数の職員で確認することで再発防止に努
めています。

建設局
道路部
道路管理課

複数年にわた
る決裁の取扱
いの明確化
（意見）

　債務負担行為に係る支出負担行為伺書において、和歌山市事務決裁規
則に規定されている決裁責任者の決裁を受けずに施行しているものが見
受けられたため、債務負担行為、長期継続契約など複数年にわたる契約
等に係る一連の決裁事項について、決裁責任者に解釈上疑義が生じるこ
とがないよう、規則の取扱いについて明確にされたい。

　債務負担行為、長期継続契約などの複数年にわ
たる契約等の次年度以降の支出負担行為につい
て、統一的な取扱いが行われるよう、平成２９年
３月に各所属長宛て通知を行いました。
　また、平成３０年４月に和歌山市事務決裁規則
を改正し、通知内容を反映させます。

総務局
総務部
総務課

行政財産の目
的外使用許可
等に関する事
務の誤り



     和 教 政 第 ３ ３ ３ 号  

                                平成３０年１月１０日  

                                （２０１８年） 

 

 

 和歌山市監査委員 様 

   

                            和歌山市教育委員会      

教育長  原  一 起    

 

 

平成２８年度定期監査結果に基づく措置状況の報告について  

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、平成２８年度の定期監査において、指摘等

を受けた事項の措置状況について、別紙のとおり報告いたします。 

 



項目 監査結果等 措置の内容及び状況 担当局部課等名

　物品購入伺書において、学校（園）配分予算経理要綱に
規定されている決裁責任者の決裁を受けずに施行している
ものが多数見受けられたので、要綱を遵守し適正な決裁処
理を行われたい。

　押印漏れのあった物品購入伺書については、全て園長
（決裁責任者）の押印をしました。
　物品購入伺書で決裁行為をする際は、口頭ではなく、園
長（決裁責任者）まで決裁を受け、必ず押印するよう経理
要綱を遵守して、適正に行っています。

教育委員会
和佐幼稚園

　物品購入伺書において、学校（園）配分予算経理要綱に
規定されている決裁責任者の決裁を、物品購入伺書に園長
（決裁責任者）の印影を印字することにより、起案者のみ
で決裁行為を完結させ、適正な決裁行為を行わず施行して
いるものが見受けられたので、要綱を遵守し適正な決裁処
理を行われたい。

　指摘のあった物品購入伺書については、全て園長（決裁
責任者）が確認し、押印しました。
　園長（決裁責任者）の印影の印字でも可能であると誤っ
た認識を改め、物品購入伺書で決裁行為をする際は、園長
（決裁責任者）まで決裁を受け、必ず押印するよう経理要
綱を遵守して、適正に行っています。

教育委員会
紀伊幼稚園

　日本スポーツ振興センター災害共済給付金について、過
年度分の災害給付金が保護者に給付されていない事例が見
受けられたので、早急に調査し対象の保護者へ給付すると
ともに、今後このようなことがないよう注意されたい。

　通帳の金額が振り込まれた日付から当時の養護教諭に連
絡を取り確認しました。１１年前のことで不明な点も多
く、保健給食管理課に連絡し、該当児童を探してもらった
ところ、児童の姓だけが判明したので、学校で調査し該当
児童を確認することができました。該当児童宅へ連絡し、
管理職２名と本校養護助教諭、当時の養護教諭の４名で児
童宅へ訪問し、謝罪とともに返金しました。
　今後、人事異動に伴う際の引き継ぎの徹底を図るととも
に、年度末に管理職による通帳の点検を実施することで再
発防止に努めていきます。

教育委員会
楠見西小学校

　日本スポーツ振興センター災害共済給付金について、今
年度幼稚園で自己点検した結果、過年度分の災害給付金の
渡し忘れが判明し、調査により給付対象者が確認できたこ
とから、対象者と連絡を取り、給付の準備をしているとこ
ろであった。早急に災害給付金を対象の保護者へ給付する
とともに、今後このようなことがないよう注意されたい。

　指摘後、過去の経緯と書類を確認し、対象者を特定し連
絡をして、説明と謝罪を行い給付金を支払いました。
　今後このようなことが起こらないよう、職員全体で内容
を共有し、給付金の支払いが発生した場合は、速やかに保
護者に連絡し支払いを行い再発防止に取り組んでいます。

教育委員会
西和佐幼稚園

給付金の渡し
忘れ

定期監査結果に基づく措置状況
（監査実施年度：平成28年度）

決裁責任者の
決裁を受けず
に施行



項目 監査結果等 措置の内容及び状況 担当局部課等名

定期監査結果に基づく措置状況
（監査実施年度：平成28年度）

学校図書の二
重管理の見直
し（意見）

　学校及び幼稚園における図書の管理について、学校及び
幼稚園では「学校(園)における物品取扱要綱」に基づき、
図書以外の備品については｢備品受払簿｣を、図書について
は「備品受払簿」に加え「図書台帳原簿」を作成してその
保管状況を管理している。
　しかし、図書は毎年大量に購入することから、２つの帳
簿を作成することが多大な事務の負担になっていると思わ
れる。１つの帳簿で管理することで、当該事務の簡素化及
び効率化が可能と思われるので、図書を２つの帳簿で管理
すべき必要性や、その根拠となる法令等について検証を行
い、改善を図られたい。

　学校や幼稚園における図書での２冊の台帳のうち、備品
受払簿は事務担当者が、図書台帳原簿は図書担当教諭が管
理しています。
　図書台帳原簿は、学校図書館法に基づき整備しており、
備品受払簿にない、より詳細な記入が求められます。
　現場の担当者からは、２冊の台帳はお互いに補完してお
り必要であるとの意見もありますが、１つの台帳で管理す
ることを含め、事務の簡素化や効率化のため、現場の意見
を十分に取り入れ、引き続き協議していきます。

教育委員会
教育総務部
教育政策課
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