
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）

27 定期監査 38
教育委員会
管理部

教育企画課
光熱水費の節減につ
いて

   学校園における光熱水費の増減について、各学校園ご
との使用量推移を見てみると、減少傾向と増加傾向の学
校園が混在しており、中には極端な増減を示す学校園も
見られます。全体合計の推移だけでなく、日常的に学校園
単位での使用量の推移を確認し早期に増加原因を究明す
るなど、適切な状況把握と指導を行うよう努めてください。
   また、学校園の教室等教育財産を校区コミュニティや地
域児童育成会等が利用している場合の光熱水費につい
て、別メーターの設置が困難であるため光熱水費の負担
は求めていないとのことですが、利用者や担当部署と協議
を行いながら費用負担の在り方や負担方法について検討
を進めてください。

　平成27年11月27日の本監査及び平成27年11月30日付
通知「市庁舎等における省エネ・節電の取組みについて」
をうけ、平成27年12月7日付で各学校園に節電の取組みに
ついて通知を行いました。
　また、光熱水費の使用状況を毎月各学校園に通知する
際、過去5年間の光熱水費の使用量のデータを添付し、各
学校園で使用量の推移が把握しやすいよう改善を行うとと
もに、著しく使用量に増減があった学校園については、教
育企画課から別途確認を行い適切な状況把握を図るよう
にしています。
　水道使用量については、毎週各学校園でメーター検針を
行い異常があれば教育企画課に報告するよう改めて周知
を行い、漏水等の早期発見に努めています。
　学校園の目的外利用にかかる光熱水費についてです
が、来年度、新たに設置する地域児童育成会棟は別メー
ターを設置し、子ども未来部で光熱水費の予算執行を行う
こととしています。また、小学校校舎を利用している地域児
童育成会等の光熱水費については、今後、関係者と協議
を行いながら費用負担のあり方について検討してまいりま
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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27 定期監査 39
教育委員会
管理部

職員課
職員の時間外勤務に
ついて

　教育委員会職員の時間外勤務について、月３０時間以上
時間外勤務をしている事例や、業務内容について連続勤
務の必要性があまり感じられない理由でありながら、１７時
３０分から１５分の休憩を与えることなく連続勤務を命じて
いる事例が多数見られました。
　また、アルバイト職員（臨時的任用職員）の時間外勤務に
ついて、１箇月で７０時間を超える時間外勤務をしている事
例が見られましたが、臨時的任用職員の時間外勤務は原
則行わないものとし、必要やむを得ない場合は職員課へ
の事前報告をすることとされています。職員課通知の内容
に沿った運用が行われるよう周知してください。
　さらに、変則勤務の職場、特殊事情のある職場では、
ノー残業デーの取扱いについて所属長が定め、その取扱
いについては人事課に報告するものとなっていますが、報
告のない事例が複数の職場でありました。
　アルバイト職員を含めた職員の適正配置や時間外勤務
と職員の健康管理など教育委員会全体の人事管理につい
て今一度点検・見直しを行ってください。

　職員の時間外勤務については、特定の部署や職員に負
担が偏らないよう留意するとともに、休憩の付与や命令権
者の確認について、年度当初（４月）に、宝塚市教育委員
会事務局職務権限規程に掲げる時間外勤務の命令権者
の表を引用した通知を行い、管理を徹底させます。
　臨時的任用職員の時間外勤務については、来年度より
教育研究課に嘱託職員として情報教育専門員（ＳＥ）を配
置する等、業務体制を強化すること、また、校務支援シス
テム契約を有効に活用する等、教育研究課配置の臨時職
員の時間外勤務時間の圧縮を図るとともに、昨年4月に通
知した「臨時的任用職員の時間外勤務について」について
今年度においても再度通知し、改めて事前報告を徹底して
いきます。
　ノー残業デーの実施については、年度当初に教育委員
会事務局内各課あてに「ノー残業デー実施要領」を通知
し、各職場での変則的な運用については職員課あて報告
を行わせ、人材育成課にも情報提供を行うことで、適正な
実施を図ります。
　また、臨時的任用職員の配置については、今後とも必要
性について慎重に判断し、適正な配置に努めてまいりま
す。予算の執行管理についても、効率的な所管のあり方に
ついて関係部署と協議を行ってまいります。

27 定期監査 40
教育委員会
管理部

施設課
宝塚第一小学校及び
長尾中学校仮設校舎
賃貸借契約について

　 宝塚第一小学校及び長尾中学校では、教室不足に対応
するため賃貸借（リース）契約により仮設校舎を設置してい
ます。
　どちらも当初契約期間内での仮設校舎の解消に至らず、
当初契約期間終了後、それぞれ単年度の再リース契約を
更新し、現在に至っていますが、再リース契約は性格上特
名随意契約とならざるを得ず、価格決定も業者見積りと
なっています。
　児童生徒の推計値から見ても今後直ちに仮設校舎の利
用が解消されることは考えにくく、引き続き再リース契約を
更新していくことで総支払額はさらに大きくなります。
　今後の児童数等の推移を的確に見極め、再リース価格
の価格協議や仮設校舎の買取りとの経済比較など総支払
額の圧縮に努めてください。

　各リース契約相手方に対して、平成２８年度契約額の減
額交渉を行っています。また同時に、仮設校舎の買取りを
行う場合の見積書の提出を依頼しており、今後児童生徒
数の推計値を検証し、経済比較を行っていきます。

27 定期監査 41
教育委員会
管理部

学事課
給食用備品の発注に
ついて

　今回の定期監査においては、平成２３年度定期監査以降
の取組状況について確認するため、平成２７年度の給食
用備品の発注状況を調査したところ、同種の備品について
分割して発注されていた事例がありました。
　平成２３年度定期監査において指摘・意見をしたことが、
備品購入事務に反映されているとは考えられません。今後
の備品購入に当たっては、備品更新計画に基づき、計画
的及び効率的な発注に改めるとともに、契約事務の公正
性を疑わせることがないよう、適正かつ合理的な契約事務
の遂行に努めてください。

   現場調整等に時間を要していたことから、分割発注して
いた実態がありましたが、今後は、年度当初に現場調整を
行い、更新時期の夏季休業期間に間に合うよう、一括発注
の手続きを進め、計画的で効率的な発注業務の遂行に努
めます。
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27 定期監査 42
教育委員会
管理部

学事課
学校給食における異
物等の混入について

   平成２３年度以降の学校給食における異物等の混入事
案並びに摂食した児童及び生徒の健康被害等の状況につ
いて確認したところ、毎年、異物混入事案が発生していま
した。
   たとえ納入業者の不注意による異物の混入であっても、
配食された給食に異物が混入していれば、教育委員会の
責任が問われることになります。
   今後は、「学校給食異物混入防止対応マニュアル」の一
層の徹底を図ってください。また、異物混入の経路が特定
できなかったとされている事案についても、できる限りの調
査を行い、原因究明に努め、異物混入の防止及び安全で
健康的な学校給食の提供に努めてください。

　 監査後に全校の調理員代表を招集して注意喚起を行い
ました。また、全調理従事者が集まる春季調理従事者研修
会を３月２８日に開催しますが、その際にも異物混入の事
例を提示しながら、あらためて注意喚起を徹底します。

27 定期監査 43
教育委員会
学校教育部

学校教育課
対外課外活動参加補
助金交付事務につい
て

　補助金交付事務手続について、補助金交付申請後、交
付決定までに相当の期間を要しているものが散見され、ま
た、補助金交付決定を行った２４件のうち、実績報告書が
提出されているのは１１件であり、１３件が未提出となって
おり、適切な補助金交付事務とは言えない状況です。
　今後は、補助金交付申請書及び実績報告書の提出期限
について各中学校へ周知徹底を図るとともに、補助金交付
申請後速やかに交付決定を行い、大会等の実施日程及び
実績報告書提出期限等を把握し、適宜、提出の督促を行
うようにしてください。また、現状の運用において、補助金
交付事務の実態が基準等の内容と整合を図ることが困難
ということであれば、基準等の改正も検討してください。

　適正な補助金事務となるよう交付基準や交付申請の手
引きの改正を行うとともに、各中学校へ交付申請書及び実
績報告書の提出期限の周知徹底を図ります。
　さらに、実績報告書については、適宜提出の督促を行う
ようにします。

27 定期監査 44
教育委員会
学校教育部

学校教育課
宝塚市人権教育推進
委員会委員の構成に
ついて

　条例において、委員構成については、「知識経験者２人
以内、学校教育の関係者３人、社会教育の関係者６人以
内、市内の公共的団体等の代表者３人、公募による市民３
人」と規定されています。しかし、平成２７年度の委員のう
ち、「市内の公共的団体等の代表者３人」については、「地
域代表」から３人を選任しており、条例と実態に乖離が生じ
ています。また、「公募による市民３人」についても、条例制
定後１人しか選任されていない状況が続いており、委員の
人数においても適正を欠いています。
　今後は、条例の規定に基づいた適正な委員構成となるよ
う努めてください。

　委員のうち、現在、社会教育関係の中に位置付けてい
る、宝塚人権・同和教育協議会代表・宝塚市ＰＴＡ協議会
代表・宝塚市国際交流協会代表を公共的団体等の代表者
とし、地域代表を社会教育の関係者とします。また、公募
による市民については、3人の選任をめざして、広報たから
づか（4月号）に掲載し、4月1日（金）～22日（金）まで募集し
ます。

27 定期監査 45
教育委員会
学校教育部

教育研究課
学校のＩＣＴ化に係る
委託契約及び賃貸借
契約について

   宝塚市校務支援システム一式賃貸借については、教員
間でシステム利用頻度や活用能力に差が出ることなく、全
ての教員が児童・生徒と向き合う時間を確保できるよう努
めてください。
 　また、宝塚市小中学校ＩＣＴ活用授業推進業務委託につ
いては、業務委託の安易な延長につながらないよう、委託
期間中に教職員の習得度を十分高める必要があると考え
ます。
  そもそも教育のＩＣＴ化については、システム及び機器等
を導入することだけが目的ではなく、教職員及び児童・生
徒により有効に活用され、教育に寄与することが本来の目
的であるはずです。ＩＣＴ化に係る高額な経費を考えても、
これらの効果の検証は不可欠だと考えます。今後は、効率
的な契約を念頭に、児童・生徒の学力向上にもつながるよ
うなＩＣＴ化の取組に努めてください。

　コンピュータシステム機器においては、賃借料削減に向
け、更新時期をずらすことで、契約業者を統一化する方向
で進めている。
  また、宝塚市小中学校ＩＣＴ活用授業委託については、教
職員向けの全体研修を開催すると共に、各校への巡回研
修を継続し、教職員一人一人のＩＣＴ活用能力を向上させ
た。
  本事業は年度末を持って終了となるが、今後は本来の主
旨である、ＩＣＴ機器を有効活用し、分かりやすい、また魅力
ある授業の構築に努め、児童・生徒の学力向上につなが
る取組を進めたい。
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27 定期監査 46
教育委員会
社会教育部

社会教育課・
東公民館共通

審議会等の委員報酬
について

　審議会等の委員報酬の根拠規定である「宝塚市特別職
の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例」は、平成２７年３月３１日に一部改正されていますが、
平成２７年４月分から６月分までの社会教育委員の報酬並
びに平成２７年５月分及び６月分の宝塚市公民館運営審
議会の委員報酬は、いずれも３回にわたり改正前の額で
支払われており、支払報酬額に過払いが生じていました。
　これらの過払い金については、既に各委員より返還がな
されていますが、このような誤りは市行政への信頼を大きく
損なうものです。今後、このようなことが生じないよう、各課
内でチェック体制を整える等、適正な報酬支払事務の遂行
に努めてください。

　社会教育委員及び宝塚市公民館運営審議会の報酬額
については、「宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例」に基づき、支給しているも
のですが、今回の支給誤りはこの条例の改正を見落として
いたことが原因でした。
　今後の対応として、条例が改正される際は報酬額に影響
しないか注意するとともに、報酬支払いにかかる決裁には
その都度、報酬額の根拠となる最新の資料を添付すること
により、適正な報酬支払事務の遂行に努めていきます。

27 定期監査 47
教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
指定管理における業
務の検認について

　宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館の
指定管理において、仕様書における業務内容と収支決算
書における事業費支出項目が一致しておらず、仕様書の
各業務ごとの検認が困難な状況となっています。
  また、市の予算要求資料を確認したところ、支出見込額
と収入見込額の収支差額を指定管理料として積算してい
ましたが、決算書の確認作業においても、収支差額のみに
着目する考え方は、該当業務に対して指定管理料が正しく
使われ、市の要求する業務水準が保たれているかを確認
する上では不十分であると考えます。
  今後は各業務の検認が決算数値上からも行えるよう、各
業務の決算数値の集計方法について検討してください。

　宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館の
指定管理者が行う業務仕様書に掲げる各業務について、
適切に執行されていることを決算数値上からも確認・検証
できるように、指定管理者から提出される業務報告及び収
支計算の各資料を、業務仕様書の業務項目ごと取りまと
めるよう指導し、報告を求めます。

27 定期監査 48
教育委員会
管理部

学事課
（宝塚市学校給
食会関係）

学校給食費の公会計
化について

　公会計化後の学校給食費の徴収及び滞納金の徴収に
ついて、「納付が確認できない場合は、請求月ごとに督促
を行い、学期ごとに催告書を送付する。加えて定期的に臨
戸訪問及び電話催促を行い、適切な債権管理に努める。」
旨の説明を受けました。
　平成２６年８月末現在の学校現場における学校給食費滞
納状況は、小学校、中学校合わせて約990万円余と多額と
なっていますので、これ以上滞納金を増やさないよう万全
の徴収対策を講じてください。

　公会計化を導入した他の自治体では、公会計の前と比
べて、滞納額が増加していることから、本市においても徴
収対策の必要性を認識しています。
　今まで学校単位で取り組んでいた徴収対策を市が一括
して担い、定期的な催告状の送付と合わせて、電話催告と
臨戸訪問を一定時期に集中して行い、メリハリのある徴収
対策を講じます。

27 定期監査 49 都市整備部
住まい政策課
（近鉄住宅管理
株式会社関係）

市営住宅使用料及び
駐車場使用料収納業
務について

　　市営住宅使用料及び駐車場使用料収納業務における
目標徴収率の設定については、指定管理者が公募時に自
ら目標徴収率を提示していることからも、指定管理者には
目標徴収率の達成に向け、より一層の徴収努力を求めて
いかなければなりませんが、市としてもその取組がより一
層効果的なものとなるよう連携・協力して徴収率向上に努
めてください。
　長期滞納者を減らしていくためには、指定管理者が他自
治体での指定管理で培っているノウハウも参考にしなが
ら、市がどのような方法で取り組むべきか積極的に協議を
行うとともに、法的な進め方についても基準やマニュアル
を作成するなど適切な対応を検討してください。

　平成２７年度は指定管理者において、収納管理担当者を
１名増員したことから、現時点ではありますが、昨年度の
徴収率を上回っており、決算ベースでは平成２６年度徴収
率よりも改善される見込みです。
　ご指摘の点は認識しておりますので、今後、悪質な滞納
者については、可能な範囲で法的措置をとり、家賃等徴収
率が向上するよう、努力していきます。



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）

27 定期監査 50 都市整備部
住まい政策課
（近鉄住宅管理
株式会社関係）

入居者募集について

　市営住宅をより有効的に提供していくために、募集回数
を増やし、できるだけ空き部屋が生じている期間を短縮化
していくべきではないかと思われます。
　「現行の事務内容では年２回が限度ではないかと考えて
いる。」旨の説明を受けましたが、手続を簡略化することが
できれば、入居者募集回数を増加させていくことができる
のではないかと考えます。
　指定管理者と協議し、他市の状況も参考にしながら、事
務の合理化を検討し、市営住宅の有効活用を図ってくださ
い。

　ご指摘の点は認識しておりますので、市営住宅の入居者
募集回数を増やすことについては、募集回数を増やした場
合の事務処理に要する時間などに基づき、指定管理者等
と協議、検討します。

27 定期監査 51
子ども未来
部

保育事業課
（聖隷福祉事業
団、あひる福祉
会、ソフィア福祉
会）

私立保育所運営費助
成金の請求に伴う児
童数等の確認方法等
について

   助成事業のうち、職員基準配置事業について、一部の
保育園について在園児童数の計算誤りがあり、助成額が
職員１名分過剰となっている月がありました。
   次に、延長保育事業について、一部の保育園について
延長児童数の報告に誤りがあり、助成金が過払いとなって
いる月が２月ありました。
  上記の職員基準配置事業及び延長保育事業における助
成金の誤算出については、現在、清算に向けて保育園と
協議中とのことですが、特に延長保育事業の助成金請求
については、申込みから許可、市への報告、助成金請求
に至るまでの一連の事務の流れ及び２０日を過ぎてからの
申込みの取扱基準等について各私立保育園に周知徹底
し、今後、助成金の誤算出が起こらないよう努めてくださ
い。

　私立保育所運営費助成金の支払いについては、私立保
育所運営費助成金要綱第５条の規定により、請求のあっ
た月の２０日としており、会計処理上、月の初旬に支払い
事務を行っています。職員配置基準事業及び延長保育事
業など、入所児童数や登録者数に基づき算定される助成
金については、支払い事務の終了後に児童の退所及び延
長保育の登録変更など、助成金の異動事由が判明した場
合、助成金を清算する必要があります。本事案について
は、既に該当する私立保育園の実地調査を行ったうえで、
現在、助成金の返金を求めています。
　なお、各私立保育園に対しては、平成２８年１月１８日の
私立保育園長会において、本事案を含め助成金の請求に
ついて改めて周知を図ったところですが、今後、助成金の
誤算出が起こらないよう課内のチェック体制の強化を行う
など、事務処理の改善に努めていきます。

※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。


