
年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

30 定期監査 51 環境部
地域エネルギー
課

宝塚エネルギー２０５
０ビジョンについて

　宝塚エネルギー２０５０ビジョンでは、２０５０年度までの長期計
画とはいえ、目標と現状値の乖離が大きい状況となっています。
　このビジョンでは、その中間段階での進捗状況を測る目安とな
るチャレンジ目標を設定していますが、現時点での達成状況は
非常に低い状況となっています。また、そもそも数値目標を設定
していない項目や、数値目標を設定していても情報が公表されて
いないため、達成状況を確認することができない項目があり、そ
れぞれのチャレンジ目標が、長期目標を達成するための目安と
しての中間目標であるのであれば、具体的な数値目標を設定
し、達成に向けての手段や取組内容を示した上で進めるべきで
はないかと考えます。
　また、チャレンジ20目標については、達成状況の検証が困難な
状況となっており、現状では、２０５０年度までの長期目標の実現
に向けた取組について、市民に十分説明ができない状況となっ
ているのではないかと思われます。
　今後、目標設定の考え方や達成状況の検証の方法、長期目標
の見直しなどについて、早期に整理を進めるとともに、目標達成
のために省エネルギーを推進しながら、市が率先して再生可能
エネルギーの導入を図るなど、有効性を啓発し、市民・事業者に
働きかけて推進を図るよう努めてください。

　宝塚エネルギー2050ビジョンについては、2020年度に
対象期間が終了するため、平成31年度から策定の基
礎調査を開始した上で、見直しに取りかかります。見直
しにあたっては、宝塚市再生可能エネルギー推進審議
会を開催の上、長期目標の設定について検証するとと
もに、チャレンジ（20及び30）目標の検証方法の課題を
整理し、チャレンジ30目標が長期目標を達成するため
の分かりやすい目安となるよう検証・検討いたします。
　再生可能エネルギーの導入については、「宝塚市公
共建築物への再生可能エネルギー導入ガイドライン」に
基づき、引き続き率先的に取り組むとともに、太陽光発
電を中心に、市民・事業者への働きかけを行って推進し
ていきます。

・制度、組織等に関する課題のうち、特に要望する必要があると認められるもの

指摘事項・意見等一覧表

【指摘事項】 ・法令、基準等に違反していると認められるもの

・その他適正を欠く事項で是正する必要が認められるもの

【 意 見 等 】
・その他法令、基準等には違反しないが、事務処理上改善する必要があると認められるもの

・事務の執行、事業の管理状況等について、効率性、経済性又は有効性の観点から、検討する必要があると認められるもの

対象なし
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30 定期監査 52 環境部
地域エネルギー
課

二酸化炭素排出抑制
対策事業について

  平成２８年度には、再生可能エネルギー導入推進事業におい
て、小水力発電の導入に関する調査業務を220万円かけて委託
していますが、調査報告書では様々な課題があることから、結果
的に事業化が困難な状況に至っています。
  同じく平成２８年度に、二酸化炭素排出抑制対策事業におい
て、木質バイオマス設備導入可能性調査業務の委託を行いまし
たが、当該調査業務委託に事業費853万円を投入したにもかか
わらず実績が１件だけでは、効果としては不十分ではないかと言
わざるを得ません。
  平成２９年度、平成３０年度における委託の事業内容を見てみ
ると、宝塚市単独で取り組んでも効果を見込めないか、金額に比
して周知効果が薄いと思われるものもあり、平成２８年度の補助
対象事業と同様に、事業の目的に比して事業実施の効果は不十
分ではないかと考えます。
  事業費の全額が国の補助金を活用した事業であるとしても、そ
の財源は本来税金であることから、費用対効果を十分に認識し
た上で、将来への投資にふさわしい事業となるよう取り組んでく
ださい。

　小水力発電の導入については、手法や採算性などを
改めて検証した上で、事業化の可能性を見極めるととも
に、進歩する技術や新たな事例など、市内の新たな場
所で本市にとって有効なものがあった場合に対応でき
るよう情報収集に努めていきます。
　木質バイオマス設備の導入可能性調査業務委託につ
いては、西谷地区における県有林等の木質バイオマス
の既存量及び利用可能量、需要の把握ができたと考え
ますが、その活用は十分でない状況です。需要拡大の
観点からも、丸太ボイラー等の木質バイオマス設備の
導入について、ヒアリングを実施した施設と協議等を行
い、導入可能性の検討を進めます。
　宝塚市カーボン・マネジメント体制整備及び削減計画
策定支援業務委託については、改定したECOオフィス
プランに基づき、カーボン・マネジメントを推進します。
　COOL CHOICE推進事業実施業務及び平成２９年度
省エネ機器買替促進イベントＰＲ業務委託、「省エネ機
器買替イベント」実施委託については、今後、啓発事業
を企画するにあたっては、周知がより効果的となるよう
工夫を凝らすとともに、その効果を把握する方法につい
ても検討いたします。

30 定期監査 53 環境部
地域エネルギー
課

住宅用省エネルギー
給湯器買替助成金に
ついて

  当該助成制度は、平成２８年度から実施されており、助成の対
象としては、市内に住民登録を有する者のうち、住宅に既に設置
している給湯器を廃棄し、高効率給湯器であるエコキュート又は
エネファームに買替えをする場合に、１件当たり１万円を助成す
るものです。
　設置費用については、エコキュートが40万円から60万円、エネ
ファームが150万円から160万円と高額であり、所管課からは「当
該助成金が設置に対する主要な動機とはなっていないが、この
補助申請手続において、書面による省エネへのチャレンジ宣言
を条件としており、個別啓発の機会となっている。」旨の説明を受
けました。
  しかしながら、市民への啓発や周知、宝塚の環境への取組の
アピールを主な事業目的とするのであれば、もっと積極的な周知
を行い、シティプロモーションや環境教育などとも連携するなど、
単なる現金給付的なものにならないような取組が必要ではない
かと考えます。
　今後、事業の継続や在り方について検討を進めてください。

　周知・啓発については、商工会議所や給湯機メーカー
と連携した説明・相談会を実施したこともあり、広く周知
を図るとともに、関心を持つ人に対してもアプローチでき
る手法を検討します。
　また、本市の環境への取組のアピールについては、
他の省エネルギーや再生可能エネルギーの取組と合
わせて、啓発や周知の観点だけでなく、本市の魅力とし
てさらにＰＲできるよう工夫していきます。
　今後の事業の継続については、国の補助制度の存続
や市民のニーズを鑑みて、検討します。
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30 定期監査 54 環境部 環境政策課
生物多様性たからづ
か戦略行動計画につ
いて

  平成２３年度に策定された同計画について、計画期間である平
成２８年度までの取組結果について確認したところ、いくつかの
項目で取り組むことができなないものがあり、また、それらの内
容については、平成２８年度に改訂した新計画にそのまま移行す
る形で掲載されていました。
　しかしながら、計画を改訂する際には、旧計画の各取組の進捗
状況、達成状況及びその効果を十分に検証し、未達成の目標及
び未実施の取組については、その原因を検証した上で、実効性
のある取組として新計画に盛り込むべきであると考えます。
  今後は、未達成、未実施の取組を安易に新計画に移行するこ
とのないようにするとともに、計画の数値目標に対し各年度にお
ける達成状況の点検、評価を行い、その結果を広く市民に公表
するよう努めてください。

　関係部局を推進する組織については、室長級の職員
で構成する環境推進調整会議を活用し、戦略で定めた
行動計画の推進と庁内関係部局との調整を行います。
　生物多様性アドバイザー制度の導入については、現
在取組中の「たからづか環境マイスター」制度におい
て、生物多様性に関連する分野のマイスターの中から
アドバイザーとなりうる人材を育成、充実することを検討
します。
　拠点施設については、市の施設マネジメント方針に配
慮しながら、既存の公共施設の中から利用可能な施設
がないか検討します。
　また、次回の計画改訂の際には、各取組の進捗状
況、達成状況及びその効果を検証する時間を十分に確
保し、未達成の目標及び未実施の取組については、そ
の原因を検証し、今後の取組の中に反映するよう努め
ていきます。
　なお計画の数値目標に対し各年度における達成状況
の点検、評価については現在実施しており、その結果
について冊子「宝塚の環境」の中で毎年公表するととも
に、市ホームページでも公表しています。

30 定期監査 55 環境部 生活環境課
ぽい捨て及び路上喫
煙の防止に関する取
組について

   ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する取組の１つとして、平
成２８年１０月から路上喫煙禁止区域を中心に、路上喫煙防止指
導員（市職員）によるパトロールを月３回（１回１時間）実施してい
ます。
  また、条例施行を周知するために、平成２８年４月から路上喫
煙禁止等指導啓発業務を委託しています。平成３０年度契約金
額は265万円であり、路上喫煙防止啓発員が路上喫煙禁止区域
を年間273日（１日３時間）巡回し、啓発等を行っています。平成２
７年度から平成２９年度まで実施していた路上喫煙実態調査に
おいては、路上喫煙禁止区域内での通行人数に対する路上喫
煙者数の割合（路上喫煙率）は減少傾向にあります。
  一連の取組による抑止効果は認められるものの、条例の趣旨
が市民に浸透してきているのであれば、費用対効果も考慮し、市
職員によるパトロールや委託契約の実施内容について見直す時
期に来ているのではないかと考えます。これまでの取組の成果
を総括し、今後の取組の方向性について検討してください。

・市職員のパトロールについて
現在行っている市職員による朝・昼・夜のパトロールを
中止し、年１回行っている警察ＯＢを帯同させた禁止区
域内でのパトロールを年２回行うものとします。

・委託契約の内容について
ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例が施行さ
れて３年半が経過し、路上喫煙者も減少していることか
ら同条例の趣旨は市民に浸透してきている結果と判断
しています。しかし、路上喫煙者が皆無になった訳では
ないため、比較的喫煙者が存在していると報告のあっ
た早朝及び夜間の時間帯における路上喫煙禁止等指
導啓発業務委託を行います。

30 定期監査 56 環境部 管理課
宝塚市一般廃棄物処
理基本計画について

  平成２３年３月に策定された「宝塚市一般廃棄物処理基本計
画」は、平成３０年３月に改訂され、新計画においては「ごみ排出
量」から「燃やすごみ量」をターゲットに減量が進められることとな
りました。
  新計画における目標値において、事業系の燃やすごみについ
ては、２０１７年実績が基準年度（２０１５年実績）をすでに3.0％も
上回っており、２０２２年中間目標を達成するのは非常に難しい
状況となっています。
  事業系ごみに係る取組については、「適切に分別されていない
事業系ごみについては、許可業者に回収を行わないよう指導を
行ってきた。また、啓発リーフレットの配布については許可業者
に配布を依頼しているが、すべての事業所を捕捉することが難し
い問題もあり、事業所に対する課税通知に同封することも検討し
ている。」旨の説明を受けましたが、今後、目標達成に向けたより
具体的な取組が求められます。
  ごみ減量の啓発に際しては、市役所をはじめとする公共施設が
率先してごみ減量に取り組んでいる姿勢を示し、行政も含めた市
民・事業者全体でごみ減量に取り組もうとする一体感を醸成する
ことが大切なのではないかと考えます。引き続き、効果的な啓発
活動を行うよう努めてください。

　事業系ごみの啓発については、新たな啓発リーフレッ
トを作成するとともに配布方法を検討し、事業系ごみの
減量化啓発を行っていく予定です。
　また、市役所を含めた各公共施設の事業系ごみにつ
いては、庁内ネットワーク等を通じて啓発を行い、ごみ
の分別や減量化に努めていく予定です。
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30 定期監査 57 環境部 業務課
一般廃棄物収集運搬
業務委託について

  現在、市内のごみの収集業務については、市内を９つの区域に
分け、うち８つの区域のゴミの収集業務を民間業者に委託してい
ます。
  ８つの区域のうち３つの区域については特名随意契約で委託し
ており、「特名随意契約を締結するのは本契約が最後である旨
各事業者に説明の上で契約を締結している。」旨の説明を受け
ました。
  残りの５つの区域については、本契約より総合評価方式による
業者選定が行われていますが、総合評価方式により業者選定を
行った５つの区域の選定結果について、「入札金額よりもむしろ
既雇用従業員数や既存車両台数、財政基盤など、会社の規模
の大きさが評価順位に反映されやすい傾向が見られた。」旨の
説明を受けました。
  平成３５年度からは市内全ての区域において総合評価方式に
よる業者選定を実施したいとのことですが、今回の総合評価方
式による業者選定結果についてしっかりと検証し、サービスレベ
ルの低下を招かないよう注意しながら、コストダウンも図れるよう
な選定手法となるよう更に検討を進めてください。

　今回の実施結果を踏まえ、サービスレベルの低下を
招かないよう注意しながら、コストダウンも図れるような
選定手法となるよう評価基準等を見直し、特名随意契
約地域を全て編入したうえで、平成35年度からの契約
にかかる総合評価方式による競争入札を実施できるよ
うに検討していきたいと考えています。

30
財政援助団
体等監査

58 環境部

管理課
（宝塚都市環境
サービス株式会
社関係）

就業規則について

  同社の就業規則第４４条には、「社員の定年は年齢65年とす
る。」と規定されており、また、第４５条第２項では、平成２５年３月
３１日以前に年齢60年で定年退職した社員について、「再雇用
は、定年退職の翌日から１年を超えない範囲内で期間を定める
ものとし、さらにその社員が希望した場合、前項に準じ満65歳に
達した日以降の最初の３月３１日まで更新する。」とされていま
す。
  しかしながら、平成３０年度における技能社員５人のうち４人は
就業規則で規定する雇用の年齢範囲を超えて雇用されている状
況でした。市は、雇用実態が就業規則に適合しているかどうかな
ど宝塚都市環境サービスの運営について常時チエックすべきで
あったと考えます。
  宝塚都市環境サービスからは、「今後、就業規則の改正を行
い、再雇用の期間については、満73歳に達した日以降最初の３
月３１日までとする予定である。」旨の説明を受けましたが、年齢
の上限の設定なども含め十分協議をしたうえで、速やかに改正
手続を行うよう指導してください。

　就業規則については、協議を行いながら改正を行うよ
う指導します。
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30
財政援助団
体等監査

59 環境部
管理課
（宝塚都市環境
サービス株式会
社関係）

今後の事業展開につ
いて

  宝塚都市環境サービスの損益状況を見ると、平成２７年度は
638万円、平成２８年度は730万円、平成２９年度は674万円の当
期純利益を計上しており、繰越利益剰余金は3,603万円となって
います。
  一方で、技能社員は高齢化しており、５人中４人が65歳又は65
歳を超える再雇用の職員という状況です。このことについて、「現
在の再雇用を正規社員に置き換えた場合は、１人につき人件費
が年間約300万円増加する。」旨の説明を受けましたが、平成２７
年度は218万円、平成２８年度は250万円、平成２９年度は245万
円の法人税等を支払っていることや繰越利益剰余金が3,603万
円あることに鑑みると、むしろ早期に人材の確保について検討す
べきではないかと考えます。
  また、現在の宝塚都市環境サービスにおいては、市からのし尿
取扱委託料が収益の大きな柱となっていますが、本市における
下水道の普及率は、平成３０年３月３１日現在で98.8％に達して
いる中、今後の会社の事業展開について検討すべき時期に来て
いるのではないかと考えます。
  他市との広域化や事業譲渡なども含め、今後の会社の事業展
開や在り方について早期に検討を進めてください。

　下水道普及率が向上しても、し尿収集事業の縮小は
進んでいくが事業が無くなることはないと考えられること
から、他市との広域化などを含め、今後の会社の事業
展開やあり方について検討を進めていきます。

30
財政援助団
体等監査

60 子ども未来部
保育事業課
（宝塚すみれ福
祉会関係）

宝塚市私立保育所運
営費助成金に係る精
算及び返還事務につ
いて

　今回、伊孑志保育園及び丸橋保育園に対する平成２９年度の
私立保育所運営費助成金の交付状況について確認したところ、
計算上必要となる職員人数、請求書人数及び実際に雇用され保
育所に勤務していた人数について相違が見られました。
　伊孑志保育園の３月における職員配置不足については、平成
３０年５月３０日付けで実績報告書の提出を受け、平成３０年１１
月２９日に返還通知を発送し、平成３０年１２月１７日付け会計課
作成の収納金通知書で精算されていました。
  助成金の返還のスケジュールに関しては、平成２８年度及び平
成２９年度の財政援助団体等監査結果報告書において、事務の
適正化に努められるよう繰り返し意見をしていますが、返還が必
要となった助成金について、長期間放置しておくことは、助成金
が公費から支出されていることに鑑みても、好ましいものとはい
えません。実配置職員数が必要職員数を下回った場合において
は、翌月には確定できるものであることからも、翌月には助成金
の精算、返還等が行えるようにルールを明確化し、効率的、効果
的な事務処理方法を確立する必要があると考えます。今後とも、
更なる事務の適正化に向けて努めてください。

　助成金の返還について、返還額が確定した施設に順
次発送する方法を徹底し早期の返還を図ります。また、
職員配置の不足による助成金の返還については、内容
の点検や翌月分の支払いスケジュールとの都合上、翌
月精算することは困難ですが、平成３１年４月分より
翌々月に精算する取り扱いとします。



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

30
財政援助団
体等監査

61 子ども未来部
保育事業課
（各保育所共通
関係）

収支決算書に含める
経費について

  ポプリ宝塚においては、中小企業倒産防止共済に係る「倒産防
止掛金」が費用計上されていましたが、解約した場合には解約手
当金を受け取ることができることからも、当該掛金は保育を継続
的に実施するための経費というよりは、税法上認められた損金
算入を活用した剰余金の積立てであると考えられ、当該掛金及
び解約金を収支決算書に含めることは、助成金に係る収支状況
が正しく把握できなくなることからも適切とは言えず、法人本部の
経費として処理すべきではないかと考えます。
　また、にじの森保育園においては、保育士給与の他にアピカル
の関西支店の事務職員３人の給料・交通費及び役員報酬が人
件費に含まれていましたが、３名のうち今後の開発のための業
務も行っている１名については、業務開発については本社業務
に属する事項であることから、本社業務を除いた上で按分する必
要があると考えます。
　所管課においては、当該助成金の経費の範囲が、「助成対象
児童の保育にかかる必要な費用」と幅広く解釈できる状況となっ
ていることに鑑み、各指定保育所において計上された費用が助
成対象経費として認められるか適宜確認するとともに、各指定保
育所の正しい収支状況の把握にも努めてください。

　「助成対象児童の保育にかかる必要経費」に該当す
るかどうか、実績報告、実地調査において適宜確認し、
正しい収支状況を把握できるよう努めます。

30
財政援助団
体等監査

62 子ども未来部
保育事業課
（ポプリ宝塚関
係）

各種規程等の整備に
ついて

　会計規程の整備状況について今年度改めて所管課に確認した
ところ、「未整備施設に指導した結果、平成２９年度時点で会計
規程の未整備団体は１箇所のみとなった。」旨の説明を受けまし
たが、整備済みとされたポプリ宝塚からは、「現在、正式に文書
化しているところである。」旨の説明を受け、会計の取り扱いにつ
いては一応ルール化されていたものの、実際には正式な規程と
して整備されていませんでした。
　さらに、同法人においては役員退職金規程が整備され、臨時株
主総会で退職金の支給が承認される前に、退職金が支給される
形となっていました。
　これまで所管課において、各団体に対して各種規程等の整備
の指導が粘り強く行われてきたことは評価できますが、上記のよ
うな事例が見受けられたことを踏まえ、他の団体においても、各
種規程がルール化されているだけでなく正式な規程として整備さ
れているか、規程通り会計処理が行われているか、さらには規程
そのものが適正な規程となっているか等について、改めて確認を
行うよう努めてください。

　実地調査において、実際の会計処理が規程に沿って
行われているか、規程が形式上の規程となっていない
か、規程そのものが適正な規程となっているかどうかを
含め確認するよう努めます。

※詳細な「監査結果の内容」及び「措置結果の内容」については、『措置内容（回答）.pdf』　をご覧ください。


