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監 査 結 果 報 告 書 

 

                          宝 監 第 ４ 号 

                                                平成３１年(2019年)４月１７日 

 

 

 宝塚市長  中 川 智 子  様 

 

宝塚市監査委員 徳 田 逸 男 

同    小 川 克 弘 

同    中 野   正 

 

 

   定期監査（都市安全部、会計課）の結果について（報告） 

 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき行いました標記の監査結果を、同条第９項

の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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第１ 監査の種類 

定 期 監 査 

 

第２ 監査の対象 

原則として、平成３０年４月から平成３０年１２月までの都市安全部、会計課に

おける財務に関する事務の執行及び財産管理 

 

第３ 監査の期間 

予備調査 平成３１年 １月１８日から平成３１年 ３月２６日まで 

本 監 査 平成３１年 ３月２５日から平成３１年 ３月２６日まで 

 

第４ 監査の概要 

事務文書一覧表、事務分掌等一覧表、委託契約締結状況表等のあらかじめ提出さ

れた各課所管の伝票・書類等に基づき、監査の対象に係る行政リスクを考慮しなが

ら、抽出により監査を実施しました。 

なお、監査は広く行政監査的な視点にも留意して、実施しました。 

 

第５ 監査の結果 

今回の監査の結果、財務に関する事務の執行及び財産管理については、おおむね 

良好であると認められました。 

なお、第６で述べる指摘・意見については、速やかに適切な措置を講じてくださ

い。 
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第６ 指摘・意見 

【意見】 

《都市安全部各課共通》 

１ 職員の時間外勤務について 

都市安全部における正規職員の平成３０年４月から１２月までの時間外勤務の状況

について確認したところ、勤務時間終了後の１７時３０分から15分間の休憩時間を与え

ることなく連続して時間外勤務を命令している日数が100日を超える事例、勤務時間開

始前の早朝５時から９時まで時間外勤務が命令され、かつ勤務時間終了後から２１時４

５分まで時間外勤務が命令されており、結果的に長時間勤務となっている事例、勤務を

要しない日又は休日において休憩時間を与えることなく８時間連続で時間外勤務が命

令されている事例等が多く見られました。 

特に、勤務時間終了後の連続勤務の業務内容については、資料作成、計画策定、設計

書積算等の事務作業が多く、連続勤務の必要性が余り感じられません。また、特定の職

員に対し恒常的に連続勤務を命令している事例においては、所属長は、連続勤務の必要

性がなければ、適切に休憩時間を与える必要があると考えます。 

平成３０年５月１６日付けの総務部長からの「時間外勤務（30時間超え）の状況確認

と時間外勤務の縮減について（通知）」においても、「時間外勤務の管理を徹底し、貴

所属各課において、事務の平準化・効率化に努め、命令権者が真に業務の必要性を見極

めた上で事前に時間外勤務命令を行い、事後の確認についても成果の検証及び業務実態

の把握を的確に行い、命令権者としての責務の徹底を図るよう指示願います。」とされ

ています。所属長は、職員の業務内容を把握し、時間外勤務の必要性を認識した上で、

事前に時間外勤務を命令する必要があると考えます。 

長時間勤務による健康被害を未然に防ぐためにも、業務体制や業務内容について精査

し、適正な時間外勤務の管理に努めてください。 

 

《防犯交通安全課》 

１ 自転車返還所業務について 

本市では、宝塚市自転車等の駐車秩序に関する条例第１１条の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置された自転車等を移動・保管し、駅周辺の通行機能の維持、交通安全の

確保及び環境悪化の防止を図っています。移動された自転車等については、自転車返還

所に引取りに来た所有者から移動・保管費用を徴収した上で返還していますが、過去５

年間の放置自転車等の移動台数及び返還台数の推移を確認したところ、次表のとおりと
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なっていました。 

H25 H26 H27 H28 H29

移動回数 188 195 192 213 205

移動台数 3,734 2,991 2,629 2,211 2,059

自転車 3,337 2,655 2,278 1,947 1,828

原付 397 336 351 264 231

返還台数 2,607 2,144 1,881 1,616 1,529

自転車 2,217 1,813 1,542 1,354 1,308

原付 390 331 339 262 221  

移動台数が年々減少していることから、放置自転車の台数も減少していることが推察

できます。これは放置禁止区域内における巡回指導・啓発等も含めた自転車対策事業の

取組の成果であり、非常に評価できると考えます。一方、返還台数についても同様に減

少していますが、平成３０年６月から９月までの１日当たりの平均返還台数及び各自転

車返還所の勤務体制は次表のとおりでした。 

６月 ７月 ８月 ９月 開所時間 勤務体制

移動日当日 平均 ① 20.0 8.3 8.5 8.5

移動日翌日 平均 ② 6.0 4.5 10.7 6.5

月平均（①、②除く） 1.0 0.8 1.7 1.0 AM9:30～PM5:00 正規職員１人、臨時職員１人

移動日当日 平均 ① 8.5 9.5 14.0 10.5

移動日翌日 平均 ② 11.5 10.0 15.0 6.0

月平均（①、②除く） 1.8 1.4 2.3 2.4 AM9:30～PM5:00 正規職員１人、臨時職員１人

末広
AM9:30～PM6:30 正規職員１人、臨時職員２人

売布
AM9:30～PM6:30 正規職員１人、臨時職員２人

 

放置自転車の移動日当日及び翌日については、開所時間を延長し、臨時職員も１人増

員して対応していますが、上表の返還台数から推察するにその必要性については疑問が

残ります。また、移動日当日及び翌日を除いた通常の返還日時（月曜日から金曜日の午

前９時３０分から午後５時まで）についても、１日当たりの平均返還台数が１台から２

台であり、返還台数が０台の日も多く見られる状況を鑑みるに、開所日、開所時間等の

見直しが必要なのではないかと考えます。さらに、今後の移動台数の減少次第では、自

転車返還所を統合することも視野に入れておく必要があると考えます。 

  なお、現在直営で行っている返還所業務の委託の可否については、「本人確認を行い、

自転車等を返還するかどうかを決定したり、返還費用の徴収の際に一定の判断又は裁量

が必要となる状況があり、権力作用の一部とみなされるため私人に委託することはでき

ないと考えている。」旨の説明を受けましたが、他市において委託している事例もある

ことからも、実際に委託するかどうかは別として、少なくとも、委託する際の課題等が

他市においてどのように解決されているかについては、調査・研究を行っておく必要が

あると考えます。 

  今後、所管課においては、返還所に係る業務が効率的に行われるよう業務内容等の見

直しを検討するとともに、引き続き、自転車利用者に対する効果的な啓発等により放置
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自転車の減少に努め、駅周辺の通行機能の維持、交通安全の確保及び環境悪化の防止が

図れるよう取り組んでください。 

 

《公園河川課》 

１ 花と緑のフェスティバル事業補助金について 

  花と緑のフェスティバル事業では、花と緑にあふれた魅力あるまちの実現に向けて市

と市民が一体となり、民有地緑化の推進、緑化意識の高揚及び交流を図ることを目的と

して、年に１回、２日間にわたって、緑化団体等の催しや展示、花と緑の相談、花苗、

植木等の園芸資材の展示・即売を行っています。市はこの事業を実施するため、主催者

の宝塚市花と緑の協会に対し、経費の一部助成として、補助金250万円を交付していま

す。 

この補助金の支出根拠について確認したところ、「補助金交付要綱は制定せず、補助

金等の取扱いに関する規則に基づいて交付している。」旨の説明を受けました。 

補助金等の取扱いに関する規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係

る予算の執行に関する基本的な事項を規定しており、補助対象経費、補助率等の交付基

準については、別途要綱等で定める必要があると考えます。 

  平成２２年１１月１６日付けの行財政改革担当部長からの「宝塚市都市経営改革行動

計画に基づく補助金の見直しについて（通知）」においても、「支出根拠となる要綱等

の整備ができていない補助金については、宝塚市補助金交付基準の規定に基づき、目標、

対象、交付基準、効果、終期を明確にして要綱等を定めること。」とされています。 

宝塚市補助金交付基準の規定に基づいた要綱等を早急に制定し、補助金が明確な根拠

に基づいて交付かつ適正に執行されるよう、補助金の運用事務について見直してくださ

い。 

 

《道路政策課》 

１ 月見山・長寿ガ丘バス（ランランバス）について 
本市では、平成２３年５月に策定した宝塚市地域公共交通総合連携計画（以下「連携

計画」という。）において、月見山・長寿ガ丘地区を「第２段階の整備」とする地域と

位置付けています。 

連携計画の基本方針では、「第２段階の整備」について地域主体の下に、市と地域の

協働により公共交通サービスを確保すべき地域としています。 

市は、当該地域において本格運行前の運行計画策定及び実証実験運行に係る費用に対
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して補助を行うなどの支援を行い、平成２７年８月から、みなと観光バス株式会社を事

業者として本格運行が開始されました。 

本格運行当初の１日当たりの利用者数は約180人でしたが、定期券、回数券等の導入

により利用者数は約220人まで増加しました。一方、事業者が示す採算ラインは１日当

たりの利用者数が約500人であり運行欠損が生じていたため、市、地域及び事業者が議

論を重ね、平成３０年４月からルート及びダイヤの改正を行い、採算ラインは１日当た

りの利用者数が約350人に見直されました。見直し後、同年４月の１日当たりの利用者

数は約190人で採算ラインとは未だ乖離があるため、通勤、通学者をはじめとする朝晩

の利用促進を図っていましたが、同年９月の台風に伴う高潮により、神戸市にある事業

者の車庫が浸水し、ランランバスに使用していた車両も被害に遭い廃車となったため、

平成３１年２月に、みなと観光バス株式会社による路線運行は終了しました。 

市では、事業の継続を図るべく、本格運行に至るまでの試走期間については市が欠損

を負担し、本格運行での欠損については補助を行わない条件で事業者の募集を行いまし

たが、募集期間中の応募には至りませんでした。 

所管課からは、「現時点では、次期事業者の決定時期及び運行開始時期を示せる段階

にないが、市からの支援の在り方について検討を行いながら、早期の事業者の確保に努

めていく。」旨の説明を受けましたが、月見山・長寿ガ丘バスは、市、地域及び事業者

が協働して公共交通サービスを実施する「第２段階の整備」としての本市で初めての取

組であり、今後のモデルケースにもなることから、市からの支援の在り方については、

連携計画に基づき、慎重に検討を行い、できる限り早期の運行再開を目指し取り組んで

ください。  
《道路建設課》 

１ 行政財産の目的外使用許可について 

  本市では、当面道路としての供用開始が見込めない市所有の道路用地について、申請

者に対して毎年度更新で使用を許可しています。 

行政財産を使用する場合は、宝塚市行政財産使用料条例第２条に定められるように

「土地の適正な時価又は公有財産台帳価格の 1,000 分の 4 に相当する額以上」の月額使

用料を納付することとなっています。 

今回、行政財産の目的外使用許可の状況について調査したところ、平成４年度に減免

申請等に基づき 50％の減免が行われ、その後は当初の減免決定の経緯に基づき、毎年度

継続して 50％の減免決定が行われていたものと考えられます。 
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減免の決定に当たっては、毎年度提出される減免申請の内容が本当に減免事由に該当

するか、減免率は適正であるかなど、厳密に審査を行った上で決定するようにしてくだ

さい。 

 

《道路管理課》 

１ 兵庫県宝塚市幹線道路舗装修繕計画及び兵庫県宝塚市道路橋長寿命化修繕計画につ

いて 

  所管課では、道路について兵庫県宝塚市幹線道路舗装修繕計画（以下「舗装修繕計画」

という。）を、橋りょうについて兵庫県宝塚市道路橋長寿命化修繕計画（以下「橋りょ

う修繕計画」という。）を策定しています。 

今回の監査に際し、平成２６年度から平成３０年度にかけてのこれらの計画の進捗状

況について確認しました。まず、舗装修繕計画の進捗状況については、計画延長 7,080

メートルに対し施工延長は 5,030 メートルとなっており、計画全体の進捗率は 71.0％で

した。また、年度ごとの進捗状況は、平成２６年度は 31.4％でしたが、平成２７年度以

降は順に 16.6％、12.7％、5.6％、4.7％と、年度ごとの進捗率は逓減傾向にあります。

その理由について所管課からは、「計画の開始当初は、社会資本整備総合交付金（防災・

安全交付金事業分。以下「交付金」という。）も要望に近い額が交付されていたが、そ

の後は交付金の全体額が減少する中、本市においても要望どおりの交付を受けることが

困難となり、計画どおりには補修を実施できていない。」旨の説明を受けました。 

また、橋りょう修繕計画の進捗状況については、「平成２６年の道路法改正に伴い義

務付けられた５年に１度の定期点検を実施した結果、全橋りょうのうち 58 橋（13％）

が『構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態』と判定さ

れた。これら 58 橋のうち、平成３０年度までに橋りょう修繕計画により 14 橋の補修工

事を実施し、残りの 44 橋については平成３１年度に５橋、それ以降も各年度で 10 橋程

度の補修工事を実施し、令和４年度には完了する予定である。しかしながら、今後は補

修費用の増大と交付金も要望どおりには交付されないことが予想されるため、計画どお

りに修繕を行うためには財源確保の課題がある。」旨の説明を受けました。 

舗装修繕計画及び橋りょう修繕計画に係る事業の財源確保については、「交付金だけ

でなく、平成３１年度から交付税措置のある事業債も対象として拡充される。」旨の説

明も受けましたが、交付金、交付税措置のある事業債等、あらゆる財源を十分に活用し

ながら、計画の進捗が図れるよう努めてください。 
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２ 道路施設に関するネーミングライツについて 

  所管課では、道路施設の経年劣化が全体的に進行している中で、安定的な維持管理費

確保のため、平成２９年度から、市が管理する道路施設のネーミングライツを取得する

企業の募集を開始し、既に花舞台歩道橋等３か所において導入しています。 

平成３０年度には、御殿山歩道橋及び長尾山トンネルに関する募集を実施しましたが、

いずれの施設についても応募企業がありませんでした。このことについて所管課からは、

「募集を周知できていなかったことや交通量による広告価値の不足等が原因と考えら

れる。また、今回ＰＲの場が広報たからづか及び市ホームページのみであったため、近

隣企業が情報を得ていない可能性もある。今後は対象施設の近隣企業に対して事業の周

知を行い、平成３１年度に改めて募集を行う。」旨の説明を受けましたが、募集に際し

ては企業への個別訪問による情報提供や、商工会議所へのＰＲの協力依頼を検討する等、

広く周知を図り、ネーミングライツ事業の導入拡充に努めてください。 

また、所管課に対し、ネーミングライツ事業収入の使途について確認したところ、「全

額が一般財源化されている。」旨の説明を受けました。道路施設の安定的維持管理を事

業目的としながら、その収入が全て一般財源に組み込まれてしまうのでは、所管課の取

組に対するモチベーションの低下につながるのではないかと危惧するとともに、その財

源の使途が不明瞭になってしまうことにより、企業における応募に対するインセンティ

ブが働きにくくなるのではないかとも考えられます。 

今後は道路施設に限らず、市全体としてネーミングライツ事業を拡大していくために

はその在り方についても検討するように努めてください。 

 

３ 地籍調査支援システム賃貸借契約について 

  本市が実施する地籍調査支援のためのシステムに係る賃貸借契約について、契約内容

を確認したところ、平成２５年９月１日から平成３０年８月３１日までの５年間の契約

（以下「旧契約」という。）を締結し、旧契約の賃貸借期間満了後、平成３０年１１月

１日から令和５年１０月３１日までの５年間の契約（以下「新契約」という。）を締結

しています。また、旧契約及び新契約の双方とも、相手方選定に際し制限付き一般競争

入札を実施しましたが、いずれも１者しか応札がなかったため、その業者と特名随意契

約を締結し、結果的に同じ業者と継続して契約しています。 

  まず、新契約の締結に際しては、旧契約において応札者が１者しかなかったことを踏

まえると、早めの仕様内容の検討などが必要ではなかったかと考えます。また、システ

ムの更新に伴うデータの移行について、旧契約及び新契約のいずれも、契約時点で市が
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使用しているシステム上のデータ移行を新たに契約の相手方となる者が行うこととさ

れていますが、このことが結果として新規の企業が参入しにくい状況になっているので

はないかと考えます。システムの更新に当たっては、日常業務におけるシステムの重要

性、契約額等を勘案し、最も効率的な契約となるよう、仕様内容や入札方法、特名随意

契約締結の判断などを慎重に行ってください。 

次に、旧契約の賃貸借期間満了後、新契約の賃貸借期間の開始までに２箇月の空白が

生じたことについては、「リースアップの時期を失念していた。」旨の説明を受けました。

契約上賃貸借期間満了後、市はシステムを返還することとされていますが、所管課は口

頭で相手方の了承を得ていたとはいうものの、旧契約の期間満了後も新契約の賃貸借期

間開始までの間、契約行為のないまま相手方所有のシステムを使用する結果となってい

ました。このような場合には、旧契約の賃貸借期間を延長するなど変更契約を締結する

べきであったと考えます。 

次回の更新の際には、適正で効率的な契約となるよう、契約事務を見直してください。 

 


