
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 63 都市安全部 各課共通
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45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。
　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。

　平成31年4月に部長と室長及び各所属長との個別面
談を行い、各所属における今年度の業務状況及び時間
外勤務状況を確認し、あわせて時間外勤務における適
切な休憩時間の付与、また時間外勤務の事前命令に
ついて各所属長に指示をしました。

30 定期監査 64 都市安全部
防犯交通安全
課

自転車返還所業務に
ついて

　 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、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。
　また、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、「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。

　阪神間の６市の自転車返還所業務について調査を行
いました（市直営２市、委託２市、一部委託２市）。委託
については、他市の状況を踏まえ、再度法的確認を行
うとともに経費削減効果等を検討します。また、返還所
の統合については、費用削減効果が高いため、移動台
数の推移や利用者への影響などを考慮しながら、今年
度中に方針を決定したいと考えています。引き続き、放
置自転車の減少に繋がる施策を講じます。

・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 65 都市安全部 公園河川課
花と緑のフェスティバ
ル事業補助金につい
て

　当該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が、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「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。

　補助対象経費等を要綱に定める必要性があったた
め、花と緑のフェスティバル事業補助金交付要綱を平
成31年4月1日付で施行しました。このため、第２７回花
と緑のフェスティバルからは、要綱に基づき補助金の交
付等の手続きを行います。

30 定期監査 66 都市安全部 道路政策課
月見山・長寿ガ丘バ
ス（ランランバス）につ
いて

　平成30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、「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。

　平成31年4月より本格運行を見据えて試験運行を実
施する事業者の募集を行い、運行事業者が株式会社フ
クユに決定しました。夏頃からの運行の開始を予定して
います。試験運行により効率的な運行形態を見出したう
えで、本格運行における市の支援のあり方について検
討を行います。

30 定期監査 67 都市安全部 道路建設課
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。
　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。

　当該土地における来年度（令和２年度）の行政財産使
用料決定にあたっては、商工部署と調整を行った上で、
土地使用者の経営状況を把握すると共に、減免申請書
が提出された際には、減免理由及び減免率の妥当性を
審査し、減免率の変更及び減免措置の廃止も含め検討
を行います。
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30 定期監査 68 都市安全部 道路管理課

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
を策定しています。
　これらの計画の進捗状況について確認したところ、舗装修繕計
画の進捗率は71.0％でしたが、年々進捗状況が逓減傾向にある
理由について、「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、「早期に措置
を講ずべき状態と判定された58橋のうち、平成30年度までに14
橋の補修工事を実施し、残りの44橋については、令和４年度に
は完了する予定であるが、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。
　財源確保については、「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。

　舗装修繕計画については、平成30年度に計画の見直
しを行い、優先順位等について再検討を行いました。説
明のとおり、財政部局と調整し、交付金だけでなく、交
付税措置のある事業債等の財源を活用しながら、計画
の進捗が図れるよう努めていきます。
  橋梁長寿命化修繕計画については、平成31年度に計
画の見直しを行う予定です。説明のとおり、財政部局と
調整し、交付金だけでなく、交付税措置のある事業債等
の財源を活用しながら、見直された計画の進捗が図れ
るよう努めていきます。

30 定期監査 69 都市安全部 道路管理課
道路施設に関する
ネーミングライツにつ
いて

　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。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、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。

　今年度、切畑地区にあるゴルフ場数社等、近隣企業
を個別訪問し情報提供を行うと共に、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ます。また、ネーミング
ライツ事業収入の使途についても、特定財源化するよう
財政課を通じて要望を行います。
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30 定期監査 70 都市安全部 道路管理課
地籍調査支援システ
ム賃貸借契約につい
て

  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
は、平成25年9月1日から５年間の契約満了後、平成30年11月1
日から５年間の契約を締結しています。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、データ移行
を新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
により新規企業が参入しにくい状況と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２箇月の空白が生じたことについては、「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おり、所管課は口頭で相手方の了承
を得ていたとはいえ、その間、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が、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。

　現契約の仕様書に記しているシステム上のデータ移
行について、市が指定する「ＫＧＳフォーマット」は現契
約の応札者独自のフォーマットではなく、一般的に利用
されているシステムの様式となっています。そのため、
このことにより新規参入が妨げられている可能性は低
いと考えています。
  今後システム更新を行う際には、システムやフォー
マット等を含む業界の動向について調査を行い、新規
業者がより参入しやすくなるよう、仕様内容や入札方法
について検討を行います。
  システムの更新の際に空白期間が生じたことにつきま
しては、今後は適切な時期に更新手続きを取るよう心
掛け、適正な契約となるよう契約事務を行っていきま
す。

30
財政援助団
体等監査

71 企画経営部
情報政策課
（エフエム宝塚
関係）

備品等の管理につい
て

　エフエム宝塚の備品等の管理について確認を行ったところ、現
時点で備品台帳は作成されていませんでした。
　現地調査においても、「放送機器について、大半はリース物件
であるため、備品台帳の作成の必要性は感じていない。」旨の説
明を受けましたが、一方で、放送機器の中にもリース期間が終了
し、エフエム宝塚の所有になっているものもあり、リース物件と
リース以外の物件が混在している状況が見受けられました。ま
た、放送機器以外にも空調機器の更新や椅子・机などを購入し
ており、適正な管理を行うためにも、購入金額や使用年数などを
基準に備品の規程を定めた上で、備品台帳を作成することが望
ましいと考えます。備品台帳作成について検討するよう指導、助
言を行ってください。

　備品台帳の作成や、備品の管理方法について検討す
るよう指導したところ、今年度中の作成に向けて検討す
る旨、エフエム宝塚から回答を受けています。



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

72 健康福祉部

健健康推進課
（阪神北広域救
急医療財団関
係）

委託契約の更新につ
いて

　平成28年度から平成29年度にかけて財団が自動更新した契約
事例について確認したところ、全部で21件の契約が該当し、これ
らの委託期間は全て1年となっており、さらに、契約更新する最長
年数については、清掃業務及び医療事務業務委託が５年とされ
ていることを除き、残る19件について定めはありませんでした。
　更新の判断の際の検討事項については、財団から「現状の契
約に異議がない限り更新することを原則とし、更新すべきでない
理由がある場合に再度契約先の選定を行うが、これら21件につ
いては、更新した方が有利であると判断した。」旨の説明を受け、
また、連続して契約を更新する年数等については、「業務遂行能
力の有無、事務作業の軽減、金額の大小等を踏まえて、個別に
検討する。」旨の説明を受けました。
　確かに、特定の業者でなければ契約を履行することが困難な
ケースも想定されますが、金額の妥当性の判断及び競争性の確
保の観点からも、履行状況に問題がない場合でも自動更新する
場合には一定の年限を定めることが望ましいと考えます。
　また、業務の内容によっては、１年契約を繰り返すのではなく複
数年にわたって契約を締結することにより、契約締結業務の軽減
やスケールメリットも考えられます。
　今後の契約の更新の在り方について検討するよう助言してくだ
さい。

　ご指摘のありました件につきましては、6月19日に財
団及び財団と指定管理協定を締結している伊丹市と協
議を行い、自動更新できる年数の上限が定められてい
ない案件については、一定の年限を定める取り扱いを
行う旨財団より回答を得ています。また、複数年契約の
導入に関しても、案件の性質に応じメリットがあると見込
まれるものについては複数年での契約を検討するとの
回答を得ており、引き続き財団に対し、検討状況の確認
を行っていきたいと考えています。

30
財政援助団
体等監査

73 都市安全部

防犯交通安全
課
（サイカパーキ
ング関係）

指定管理料の積算に
ついて

　
　指定管理料の積算方法について確認したところ、「指定管理者
が応募時に提出した収支計画書に基づき指定管理料を決定して
いる。収支計画書については、指定管理者選定委員会で審査し
ており、人件費や過去の施設修繕費等を鑑み、積算内容も妥当
であると判断した。」旨の説明を受けました。
　平成29年度収支計画書には、その他必要経費911万円、販売
管理費及び一般管理費1,918万円が計上されていますが、平成
29年度の収支計算書では、その他経費支出179万円、販管費及
び一般管理費支出1,918万円が計上されていました。「その他必
要経費」の差額の発生理由等について、「その他必要経費は、新
規事業開始に際し必要な費用として多めに見積もっていたため
であり、販売管理費及び一般管理費と併せて他の費用が増加し
たときの調整分としての性質も持っている。」旨の説明を受けまし
た。しかしながら、所管課で指定管理料を積算した上で募集して
いないため、当初の金額が適正であったかどうか所管課で判断
する方法はありません。
　所管課で指定管理料の積算を行っていなければ、現行の指定
管理料が適正かどうか検証できず、また、次回の指定管理者の
募集に当たり指定管理料の根拠が提示できません。所管課で指
定管理料の積算を行い、適正な指定管理料について基準を持つ
よう努めてください。

　次回、令和3年度に指定管理者を募集する際には、今
回の業務内容を参考に適正人数を設定し、担当課にお
いて指定管理料の積算を行います。



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

74 産業文化部
農政課
（長谷牡丹園関
係）

宝塚市立長谷牡丹園
の集客に向けた取組
について

　入園者の推移について、平成28年度以降は入園者数の改善
が見られ、取組の効果が表れていると考えられます。一方、入園
者のアンケートでは、「牡丹の株数を増やして欲しい」、「牡丹の
見頃を教えて欲しい」等の意見が寄せられており、今後の更なる
集客数の増加に向けて、入園者のニーズにどう応えていくかも検
討する必要があるのではないかと考えます。
　また、毎年発生している牡丹の株枯れの問題については、全国
にある牡丹園から情報収集を行うことも有効ではないかと考えま
す。
　今後の集客に向けた取組については、指定管理者から「現在
は、園内の芍薬を増加させ、牡丹の開花が終わった後に芍薬が
開花し、入園料が徴収できる規模での開園となるようにしていく。
また、宝塚北サービスエリアで展示ＰＲを行うとともに、来園して
もらえる催しを実施していきたい。」旨の説明を受けました。引き
続き、牡丹園自体の魅力を高める方策を検討していくとともに、
牡丹園の広報活動もより積極的に行うよう指導してください。

　来園者からの要望を受け、平成30年度に牡丹、芍薬
約350株の増殖を行ったほか、平成31年度からはSNS
を導入し、より詳細な開花状況や見頃の発信を実施し
ています。広報活動については、デジタル及びアナログ
両面からの周知拡大に努めるよう指導し、宝塚北サー
ビスエリアでの展示PRのほか、近隣の駅やバス停への
広告展示、ミニコミ誌への情報提供に加え、ホームペー
ジのスマートフォン対応が実現しました。
　天候等の関係により、平成31年度の全体的な入園者
は5%減となりましたが、広報活動の強化等を行った結
果、弱点であった開園後半期の入園者数が前年度比6
割増を達成しました。

30
財政援助団
体等監査

75 産業文化部
商工勤労課
（シルバー人材
センター関係）

センターへの支援に
ついて

  本市では、高齢者の就業機会確保を支援するため様々な取組
を行っていますが、その取組の中心はセンターを通じたものと
なっています。
  具体的な支援として、高年齢者就業機会確保事業等補助金の
支出を行っており、平成29年度は国と同額の1,402万円の補助金
を交付しています。
  また、センターに対し特名随意契約による公共業務の発注を
行っています。平成29年度の事業実績では、公共業務の契約件
数は196件、契約額1億6,556万円、民間業務の契約件数は2,840
件、契約額1億8,052万円となっており、金額ベースでの公共業務
の占める割合は47.8％となっています。
　その他直接的な現金の支出を伴わない支援としては、センター
への市所有の土地・建物の無償貸与が挙げられます。物件の修
繕義務はセンター側にあると定められており、平成27年には耐震
化工事も実施していますが、同建物は築50年を超えており、今後
の継続使用については根本的な検討が必要となっています。
　センターの建物については、「平成31年度中の策定を目指し庁
内検討が進められている建物施設の保有量最適化方針に沿っ
て、その在り方を検討していくことになる。」旨の説明を受けてい
ますが、高年齢者就業機会確保事業の継続的な支援を行いつ
つ、公共施設保有量の最適化を図れるよう検討を進めてくださ
い。

　シルバー人材センターの敷地及び建物については、
同センター事業の継続性を図る観点から、同センター
の運営、事業や財務状況等を注視しつつ、建物の譲与
も選択肢の一つとして、具体的に検討を進めていきま
す。
　以上の事項については、今年度に策定予定の「宝塚
市公共施設（建物施設）保有量最適化方針」に掲げる
予定としており、その具体的な取組期間についても、同
方針案により、令和元年度から令和９年度に取り組むこ
ととしています。
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30
財政援助団
体等監査

76
教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
（宝塚ハーフマ
ラソン実行委員
会関係）

第14回大会における
表彰状発行ミスにつ
いて

　表彰式で表彰状が手渡せないというミスが生じたことについ
て、委員会から「受託業者が、初めて受託したこともあり、当市の
大会の表彰状の様式や印刷スタイルなどに不慣れであったため
である。」旨の説明を受けました。
　しかしながら、委託仕様書には「委員会事務局と事前に印刷位
置の打合せを行い、当日発行に支障のないようにすること。」と
明記されているにもかかわらず、事前の打合せは行われておら
ず、これは事務局においても仕様書に基づく確認がなされていな
かった責任があります。
　なお、このミスに係る受託業者の債務不履行責任として、
「92,004円を委託料から減額した。」旨の説明を受けましたが、非
常に軽いペナルティであると感じざるを得ず、今回の一件が大会
を大切に育ててきた大会関係者やボランティアの方々まで落胆さ
せる結果となってしまったのではないかと懸念されるところです。
　今後、大会の準備、運営に当たっては二度とこのようなことが
発生しないよう、受託業者に任せきりにせず、打合せ、協議を十
分に行い、よりよい大会となるよう事務局の事務体制を見直すよ
う指導してください。

　ハーフマラソン大会におきましては、所管課ならびに
大会実行委員会を中心に、業務内容を精査し、昨年度
のような事態が二度と発生しないように事務体制を見
直します。
　記録計測業務に限らず、委託業務に関しましては、入
札金額だけで判断することなく、業務内容を正確に履行
できる業者を選定できるように、事務局員複数での確認
体制を築いていきます。また、委託業務中に関しても業
者に任せきりにならずに、事務局が随時、遂行管理をし
て監督・協議していきます。


