
監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ３８ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  教育企画課 

項 目  光熱水費の節減について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

平成２４年度から平成２６年度までの学校園の電気、ガス、水道使用量の推移に
ついては、次表のとおりです。 

 
学校園における光熱水費の節減については、各学校園に対する新年度予算説明会

等での周知徹底、学校版ＥＭＳへの継続的な取組、また電力自由化の制度が導入さ
れたことに伴い、平成２５年度からは電力供給業務について競争入札で事業者を決
定するなどの取組を行っているとの説明を受けています。 
しかしながら、小学校、中学校等の区分ごとに使用量の推移を見てみると、小学

校の電気使用量では平成２４年度 4,353,894ｋＷ、平成２５年度 4,232,892ｋＷ、
平成２６年度 4,106,092ｋＷと減少傾向にありますが、中学校では平成２４年度
2,506,826ｋＷ、平成２５年度 2,480,101ｋＷ、平成２６年度 2,530,158ｋＷとなっ
ており、平成２６年度は過去２箇年に比して使用料が増加しています。 
また、小学校のガス使用量では平成２４年度 648,200 ㎥、平成２５年度 673,280

㎥、平成２６年度 624,604 ㎥と、平成２５年度に一旦増加した後平成２６年度は減
少に転じていますが、中学校では平成２４年度 366,358 ㎥、平成２５年度 370,098
㎥、平成２６年度 374,673 ㎥となっており増加傾向となっています。 
これらの光熱水費の増減について、更に詳しく各学校園ごとの使用量推移で見て

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。 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

 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

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６
小学校 4,353,894 4,232,892 4,106,092 648,200 673,280 624,604 175,006 173,295 175,166
中学校 2,506,826 2,480,101 2,530,158 366,358 370,098 374,673 87,593 95,491 93,159
幼稚園 171,081 174,029 161,706 8,370 7,156 6,933 7,363 7,382 6,487
養護学校 148,963 147,172 142,767 8,403 9,109 8,632 3,588 3,566 3,075
合計 7,180,764 7,034,194 6,940,723 1,031,331 1,059,643 1,014,842 273,550 279,734 277,887

ガス（単位：㎥）電気（単位：ｋＷ） 水道（単位：㎥）



 

  

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。 

（添付資料） 

１ 各学校園における節電の取組みについて 

２  

３ 

 



平成 27年 12月 7日 

各 学 校 園 長 様 

 

教 育 企 画 課 長 

 

各学校園における節電の取組みについて 

 

平素は、各学校園において節電への積極的な取組みをしていただきありがとうございま

す。 

標記の件について、別添のとおり平成 27 年（2015 年）11 月 30 日付けで総務部長、環

境部長から依頼がありました。また、先日実施された定期監査において光熱水費の使用状

況および管理体制について指摘を受けております。  

つきましては、各学校園におかれましては使用量の増減状況や原因を把握し、下記のこ

とに留意して省エネ・節電対策により一層取り組んでいただきますとともに、全職員に周

知徹底を図っていただきますようお願いします。 

また水道の使用量については既に実施しているとおり週ごとにメーターの検針を行い、

添付のフローチャートに従って各学校園にて管理・報告を行っていただきますようお願い

します。 

 

記 

 

1  教室、職員室、事務室等諸室の空調機の室内温度設定については、宝塚市立学校園空

調設備運用指針にあるように、冬期については、１１月下旬から３月上旬まで室内温度

19℃を上回らないように注意し、職員室の集中コントローラーや巡回等で使用状況を確

認すること。 

2  教室等の空調機の稼働時間については、授業時間内とし、教室を体育などで使用しな

い時間帯は消灯し空調を切ること。また、管理諸室等の空調機の稼働時間については、

定められた勤務時間内（使用開始は、勤務時間の１５分前から可）とする。 

3  空調稼働時には窓や扉を閉め、晴天で教室内に日差しが入るとき等、適宜温度を確認

し、状況に応じて空調機の稼働を止めること。 

4  調理室の電気、ガス、水道の節約の励行、特に水を出しっぱなしにせず、ガスの使用

にも十分注意すること。 

5  時間外に学校を使用する団体については、許可時間前の照明は最低限度にする・水道

の使用を最低限度に控えるなどの指導を行うこと。また夜間の長時間の使用許可は、真

にやむを得ない場合を除き許可をしないこと。許可時間は最大でも 21時までとする。 

以上 



監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ３９ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  職員課 

項 目  職員の時間外勤務について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

教育委員会の職員の時間外勤務について、まず、月３０時間以上時間外勤務をし

ている職員が多数見られます。業務体制や時間外勤務の内容について精査しなが

ら、特定の部署や職員に負担が偏らないよう適切な職場環境の維持に努めてくださ

い。 

また、時間外勤務の業務内容について見てみると、「課内事務処理」や「補正予

算要求」など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３

０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

ます。所属長は連続勤務の必要性がない業務であれば休憩を与える必要がありま

す。恒常的に連続勤務を命令している部署もあり、各部署の所属長はもちろん、職

員課もこういった教育委員会内の状況について逐次把握し、問題があると思われる

部署には指導を行う必要があります。 

また、時間外勤務については、本来課長級職員が時間外勤務命令をすべきところ

を副課長級職員が行っている事例なども見られました。時間外勤務の適切な実施に

努めてください。 

次に、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。「元システムエンジニア

であるため、校務支援システムの運用業務を担うことになり、膨大な時間外勤務が

発生した。」旨の説明を受けました。今後も校務支援システムの運用サポート等で

一定の時間外業務が発生する見込みとのことですが、校務支援システム賃貸借契約

の中には教職員に対する研修の実施やサポート窓口の設置も含まれています。必要

であればサポート窓口の開設時間の見直し等について検討し、安易にアルバイト職

員に時間外勤務を命令することのないようにしてください。アルバイト職員の時間

外勤務については、平成２７年４月２８日付けで職員課長より「臨時的任用職員の

時間外勤務について」として通知が出されており、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

されていますが、遵守されていません。再度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。 

ノー残業デーの実施について、「ノー残業デー実施要領」では変則勤務の職場、

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。また、ノー残業デーに時間外勤務を行ったにもかかわらず代替日が

指定されていない事例、ノー残業デーの代替日に時間外勤務を行っている事例など

が見られます。ノー残業デーは職員が健全な家庭生活を営むための時間を確保し、 

（次項へ） 



 

  

健康を保持することによって公務能率の増進を図ることを目的に定められたも

のです。今後は適正なノー残業デーの実施に努めてください。 

教育委員会全体の平成２６年度アルバイト賃金は前年度から 4,481万円増加し、

人数についても２８人増加しています。また、平成２６年度より特別支援教育事業

や学校図書館事業にかかるアルバイト賃金に関しては職員課でなく学校教育課に

直接配当していますが、本来職員の配置にかかる判断は事務分掌から見ても職員課

で行うべきではないかと考えます。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。 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

 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。 

 

（添付資料）なし 

 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４０ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  施設課 

項 目  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 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

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。 

宝塚第一小学校は、当初契約が平成１９年４月から５年間で、解体費を除き 8,356

万円、年額ベースで 1,671 万円です。 

一方、長尾中学校は、当初契約が平成２１年４月から５年間で、解体費を除き

9,172 万円、年額ベースで 1,834 万円です。 

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、宝

塚第一小学校は年額 1,049 万円で、また長尾中学校は年額 868 万円でそれぞれ単年

度の再リース契約を更新し、現在に至っています。 

年額ベースで見た場合、当初のリース契約額に対して再リース契約額の割合は宝

塚第一小学校では 62.7％、長尾中学校では 47.3％となっています。これらは、当

初契約が入札によるものであったのに対して、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によるものであるためです。 

特に宝塚第一小学校では平成１９年度の仮設校舎設置時からほぼ９年となり、総

支払額が 1 億 2,614 万円と膨大な額となっています。 

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。 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年 ３月３０日 措置通知 

 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。 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４１ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  学事課 

項 目  給食用備品の発注について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

平成２３年度定期監査において、「夏季休業期間中に必要な施設設備を整備し、
２学期が始まる９月から自校炊飯を実施する予定で事前の準備を進めていたが、契
約課への締切期日に物品購入依頼が間に合わず、次の入札日では、自校炊飯実施予
定日に間に合わないことから、当該物品を担当課でも契約ができる予定価格を 80
万円以下となるよう分割」発注して備品を購入していたことについて、事務の遅延
は分割発注の合理的な理由には当たらず、契約事務の公正性を疑わせるものとな
り、極めて不適切であるので、備品購入に当たっては、適正な契約事務の執行に努
められるよう、指摘・意見をしました。 
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、次表のとおり、
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。 

№ 見積依頼日 契約日 学校名 備品

業
者
数

1 7月29日(水) 8月6日(木) 山手台小学校 立体的炊飯器 3
2 7月29日(水) 8月6日(木) 西山小学校 立体的炊飯器 3
3 7月31日(金) 8月6日(木) 長尾中学校 移動台　外 4
4 8月3日(月) 8月6日(木) 長尾中学校 折りたたみ式ワゴン 3
5 7月30日(木) 8月7日(金) 長尾中学校 食器消毒保管庫30型 4
6 7月31日(金) 8月6日(木) 長尾中学校 業務用冷蔵庫 6
7 7月31日(金) 8月6日(木) 小浜小学校 牛乳保冷庫 6
8 8月17日(月) 8月20日(木) 西谷小学校 業務用冷蔵庫 3  

分割発注の考え方について確認したところ、「ガス機器、電気機器、業務用冷蔵
庫等、それぞれの業者で強みが異なる状況の中、一括してガス機器や電気機器、冷
蔵機器を調達すると、総合調理機メーカーのみの参加となり、それぞれの業者の強
みを活かすことができないことから、少しでも安価に調達するため、機器の種類別
で調達している。」旨の説明を受けました。 
また、上表のＮｏ．１（山手台小学校・立体的炊飯器）及びＮｏ．２（西山小学

校・立体的炊飯器）については、「今回の購入は、児童数増加により、炊飯器を増
やすためのものであり、調理作業時の操作ミスを防ぐ観点より、各学校における既
存の炊飯器と同一の製造メーカーのものを購入する必要があり、かつ、既存の炊飯
器の製造メーカーがそれぞれの学校により異なる中、各メーカーの調達に強い業者
をそれぞれ選定した。」旨の説明を受けました。 
Ｎｏ．３（長尾中学校・移動台外）については、「ワゴン７台とシンク１台の発

注につき、ワゴンやシンクなどのステンレス製品を得意とする業者と総合調理機メ
ーカーを選定した。」旨の説明を受けました。また、Ｎｏ．４（長尾中学校・折り
たたみ式ワゴン）は、「本来、Ｎｏ．３と合わせて調達すべきところ、Ｎｏ．３の
見積依頼後に購入を決めたことから別発注とした。」旨の説明を受けました。 
Ｎｏ．５（長尾中学校・食器消毒保管庫３０型）は、「食器消毒保管庫に強い業

者を含め４社を選定した。」旨の説明を受けました。 
Ｎｏ．６（長尾中学校・業務用冷蔵庫）及びＮｏ．７（小浜小学校・牛乳保冷庫）

については、「業務用冷蔵庫と牛乳保冷庫では、強い業者が違うことから、少しで
も安価に調達するため、別発注とした。」旨の説明を受けました。また、Ｎｏ．８
（西谷小学校・業務用冷蔵庫）は、「本来、Ｎｏ．６と合わせて調達すべきところ、
Ｎｏ．６の見積依頼後に故障が判明し、調達しなければならなかったことから別発
注とした。」旨の説明を受けました。 

（次頁へ） 



 

  

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

しかしながら、上記の説明のうち、Ｎｏ．４について「Ｎｏ．３の見積依頼後に
購入を決めた」とのことについては、７月３１日（金）にＮｏ．３の見積依頼を送
付した後、土日を挟み８月３日（月）にＮｏ．４の購入を決めたというのは、あま
りに突発的であり、計画的な備品更新がなされているとは言えず、合理的な説明と
いう点からは、疑問が残ります。 
Ｎｏ．６及びＮｏ．７については、全て同じ６者に見積依頼を送付し、契約を締

結しているのも同一の業者であることから、「業務用冷蔵庫と牛乳保冷庫では、強
い業者が違う。」という説明には大いに疑問が残ります。さらに、「安価に調達する
ため、別発注とした。」ということについては、運送費用を考慮すれば、個別発注
して別々に搬入するよりも、一括発注して同時に搬入する方がより安価になるとも
考えられます。また、Ｎｏ．８に関し、「Ｎｏ．６の見積依頼後に故障が判明」し
たということについては、夏休み中の時期であり、使用していないのに急に故障が
判明したというのは、不自然であり、合理的な説明とは言えません。したがって、
Ｎｏ．６からＮｏ．８までは一括発注が可能であったと考えます。 
以上のことより、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。 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

 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。   

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４２ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  学事課 

項 目  学校給食における異物等の混入について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
監査結果（意
見等）の内容 

他市において、学校給食への異物等の混入が問題となっていることを踏まえ、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、次表のとおりでした。 

年度
異物等
混入
件数

健康
被害
件数

備考

23 10 0
24 8 0
25 8 0
26 12 0
27 10 0 10月末現在  

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。 

 
 
 
 
 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

 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。 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４３ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  学校教育課 

項 目  対外課外活動参加補助金交付事務について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

対外課外活動参加補助金は、市立中学校に活動の拠点がある部活に入部する生徒
が、県大会以上の運動競技大会、音楽コンクール等の各種大会に参加するために必
要な交通費や参加費等対象経費の２分の１以内で 50 万円を限度に補助するもので
す。 
補助金交付事務手続については、学校教育課策定の「対外課外活動参加補助金交

付基準（以下「基準」という。）」により、「補助金の交付申請をしようとする者は、
大会等への出場決定後、補助金交付申請書等の書類を学校教育課に速やかに提出」
し、「審査の結果、交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行い通知」
し、「補助金の交付を受けた者は、大会等の終了後、速やかに補助事業等実績報告
書等を学校教育課に提出」とされており、また、実績報告書の提出に関しては、「対
外課外活動参加補助金交付申請の手引き」において、「対象大会に出場後、１週間
以内を原則とします。」と規定されています。 
しかしながら、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。中には、４月１３日開催の大会出場に関し、４月１１日に補
助金交付申請がされているにもかかわらず、約５箇月後の９月１７日に交付決定が
されている事例や、大会終了後約４箇月が経過しているにもかかわらず、いまだ実
績報告書が提出されていない事例もあります。 
このことについて、「補助金は、大会前の事前交付と大会出場後１週間以内の実

績報告を原則としているが、県大会の出場が決定する阪神大会開催日と県大会開催
日までの期間、近畿大会の出場が決定する県大会開催日と近畿大会開催日までの期
間等、大会と大会の期間が短いのが現状である。そのため、出場決定してからの事
前申請が現実的には大会出場後になってしまい、補助金の交付が大会出場後となっ
てしまうことが多くある。その時点で交付申請の手引きに記載されている１週間を
過ぎていることが発生しており、実績報告の提出が交付申請の手引きに準じた取扱
いができていない。」旨の説明を受けました。 
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。 
 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

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。 

１ 改正時期 

   平成 28 年 4 月 

２ 改正内容（予定）  

 （1）申請 

   ① 事前申請を原則とする 

② ただし、下記の場合は、特例とし大会実施日までに事前協議書の提出



 

  

があった場合に限り、大会出場後の申請を認める。 

ア 大会出場決定から大会実施日までの期間が短く事前申請が困難

な場合 

     イ 大会日程が予選、決勝と２日間以上に亘るため大会終了後でない

と出場日数や出場人数が確定しない場合 

     ウ その他事前協議が必要と認められる場合 

③ 交付申請書の提出期限は、大会終了後１０日以内とする。 

 （2）交付決定 

   ① 事前の交付決定・支払を原則する。 

   ② 上記（1）-②の場合は、交付申請書を受付後、速やかに交付決定を行

い支払う。  

 （3）実績報告 

     大会終了後又は補助金交付日のいずれか遅い日の２週間後を提出期

限とする。 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４４ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  学校教育課 

項 目  宝塚市人権教育推進委員会委員の構成について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

宝塚市人権教育推進委員会は、これまでの要綱設置を改め、平成２７年４月１日

から執行機関の附属機関に関する条例（以下「条例」という。）を設置根拠とし、

運営されています。 

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。地域の意見を聴くことの必要性は理

解しますが、広く意見を聴くための審議会において、「公共的団体等の代表者」枠

を「地域代表」が全て占めていることには疑問が残ります。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。 

 
 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４５ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  教育研究課 

項 目  学校のＩＣＴ化に係る委託契約及び賃貸借契約について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

教育研究課における、学校のＩＣＴ化に係る主な委託契約及び賃貸借契約の状況
は次表のとおりとなっています。 

Ｎｏ契約名 契約業者 契約日 契約金額

1 教育用コンピュータシステム運用保守業務委託 Ａ社 H27. 4. 1 18,506,880 H27. 4. 1 ～ H28. 3.31

2 教育用コンピュータ機器及びソフトウェア保守業務委託 Ａ社 H27. 4. 1 493,704 H27. 4. 1 ～ H29. 3.31

3 宝塚市校務支援システム一式賃貸借 Ｂ社 H26.10.10 88,597,800 H26.10.10 ～ H31.12.31

4 宝塚市校務支援システムに係る外部メール一式賃貸借 Ｂ社 H26.12.25 18,662,400 H26.12.25 ～ H31.12.31

5 ファイアウォールサーバー及び教育用機器の賃貸借 Ｃ社 H24. 7.27 89,249,580 H24. 7.27 ～ H29. 9.30

6 教育用コンピュータシステム機器一式賃貸借 Ｂ社 H23. 8.19 117,306,000 H23. 8.19 ～ H28. 9.30

7 教育用コンピュータシステム機器一式賃貸借 Ｄ社 H22. 7.29 9,145,080 H22. 7.29 ～ H27. 8.20

8 LanScopeCat保守業務委託 Ｅ社 H27. 3.16 8,507,592 H27. 3.16 ～ H29. 3.31

9 宝塚市立小中学校ＩＣＴ活用授業推進業務委託 Ｆ社 H27. 7.31 16,731,360 H27. 8. 1 ～ H28. 3.31

契約期間

（単位　円）

 

Ｎｏ．３宝塚市校務支援システム一式賃貸借については、平成２７年度４月から
運用が開始されており、その目的については、「公務の効率化・省力化を図ること
で、教職員が児童・生徒に向き合う時間を確保する。」とされています。現在、各
校にて研修・講習会等を実施しているとのことですが、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、教育用コンピュータシステム機器一式賃貸借においてはＮｏ．６及びＮｏ．

７の２つに契約が分かれており、この理由について、「コンピューターの導入年度
の違いによる。」旨の説明を受けました。今後の賃借料削減の取組については、「更
新時期を揃えることで、契約を集約しコストの削減に努めたい。」旨の説明を受け
ました。 
さらに、Ｎｏ．９宝塚市小中学校ＩＣＴ活用授業推進業務委託については、「市

立小・中学校におけるＩＣＴ教育推進のため、教職員向けの研修及び電子黒板の整
備を行う。」とされています。事業効果の確認については、「年度末にＩＣＴ機器利
活用アンケートを予定している。」旨の説明を受けましたが、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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年３月３０日 措置通知 

 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。 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４６ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  社会教育課・東公民館共通 

項 目  審議会等の委員報酬について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

執行機関の附属機関として、社会教育法（以下「法」という。）第１５条及び宝

塚市社会教育委員条例第１条の規定に基づき、社会教育委員が、また、法第２９条

及び宝塚市立公民館設置管理条例第４条の規定に基づき、宝塚市公民館運営審議会

が設置されています（以下社会教育委員と宝塚市公民館運営審議会を総称して「審

議会等」という。）。 

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おり、

平成２７年度の報酬額は、委員長が日額 11,400 円（改正前 11,500 円）、知識経験

を有する委員が日額 10,600 円（同 10,700 円）、公募委員が日額 8,600 円（同 8,700

円）となっています。 

しかしながら、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。 

 
 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

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。 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４７ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  スポーツ振興課 

項 目  指定管理における業務の検認について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

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ついては、現
在、公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社（以下「公社」という。）が行っており、
その業務内容は、業務仕様書において次のとおり定められています。 
（１）宝塚市立スポーツ施設条例第３条に掲げる事業の実施 
（２）施設の管理運営に関する業務 
（３）施設及び設備の維持管理に関する業務 
（４）利用許可に関する業務 
（５）利用料金に関する業務 
（６）自主事業に関する業務 
（７）危機管理業務 
（８）その他施設の管理上必要と認める業務 
また、公社の収支決算書における宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体

育館の指定管理部分の事業費支出項目は次のとおりとなっています。 
（１）管理費支出 
（２）健康・スポーツ教室開催事業費支出 
（３）指導者育成事業費支出 
（４）調査研究等事業費支出 
（５）スポーツ活動事業費支出 
（６）市民スポーツ振興事業費支出 
（７）市民スポーツ振興受託事業費支出 
上記を比較すると、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。 
 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

 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。 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４８ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  学事課 （宝塚市学校給食会関係） 

項 目  学校給食費の公会計化について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

教育委員会では、これまで市の歳入としない私費会計としていた学校給食費会計

を「①保護者が給食費を負担する根拠や市と保護者との債権債務の明確化、②滞納

者に対する適切な督促・催告の実施、③市の予算、決算、監査や会計処理、事務事

業評価などを通しての事務及び会計処理の透明化、④学校給食用物資の調達事務の

透明化及び⑤学校における徴収事務の統一化と省力化を図り、校長、教頭をはじめ

とする教職員の事務負担の軽減による教育時間の確保等、事務の適正化と教職員の

教育時間の確保を図ることを目的に、平成２８年度から市の歳入とする公会計方式

へ移行するために準備を進めている。」とのことです。 

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、「５月から翌年３月

（８月分を除く）の１０回払いとし、原則として口座振替による徴収を予定してい

る。ただし、口座未開設者には納付書による徴収を予定している。それぞれ納付が

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。」、また、既

に学校給食費会計を公会計方式に移行した他市の事例について、「公会計化により、

給食費の収納率が低下した。」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。 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成 28 年 3 月 30 日 措置通知 

 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、めりはりのあ

る徴収対策を講じます。 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ４９ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  住まい政策課 （近鉄住宅管理株式会社関係） 

項 目  市営住宅使用料及び駐車場使用料収納業務について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

市は指定管理者と市営住宅使用料及び駐車場使用料収納業務について目標徴収

率を設定し、目標を下回った場合は指定管理料減額判定基準に基づき算出した額を

翌年度の指定管理料から減額することとしています。 

平成２６年度の目標徴収率及び実績は、市営住宅使用料の現年度分の目標徴収率

が 98％で実績が 93.4％、同じく過年度分の目標徴収率が 12％で実績が 8.3％、駐

車場使用料の現年度分の目標徴収率が 91％で実績が 86.0％、同じく過年度分の目

標徴収率が 11％で実績が 5.7％となっており、それぞれ目標徴収率に達しなかった

ため、平成２７年度の指定管理料から 2,021 万円を減額しています。 

目標徴収率に至らなかったことについて、指定管理者から、「指定管理業務初年

度であったため、滞納者情報を把握するのに時間を要した。収納担当者の急な退職

により人員補充が遅れ、督促業務が十分できていない期間があった。主に電話・訪

問による督促を行っており、対応件数に限りがあった。過年度住宅使用料の半数を

占める長期滞納者に対し、法的措置が殆ど取られていない。」など、理由の説明を

受けました。 

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。 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年３月３０日 措置通知 

 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。 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ５０ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  住まい政策課 （近鉄住宅管理株式会社関係） 

項 目  入居者募集について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

宝塚市では現在、年２回市営住宅の入居者募集をしています。平成２６年度実績

では、１回目が募集戸数３１戸に対し応募数が１４４件で入居決定したのが２６

戸、２回目が募集戸数２７戸に対し応募数が１２７件で入居決定が２４戸となって

おり、どちらも倍率は４倍を超えています。 

市営住宅をより有効的に提供していくためにも、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。 

「本市では、申込みを管理事務所窓口で直接受け付けることとしており、受付時

に指定管理者が申込み資格及び記入漏れなど書類に不備がないかの確認を行って

いる。また、指定管理者において、抽選での仮当選者の居住実態調査や資格審査、

入居説明会を行うなどきめ細やかな事務をすることとしており、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。 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年３月３０日 措置通知 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ５１ 

時 期  平成２７年１２月２４日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  保育事業課（聖隷福祉事業団、あひる福祉会、ソフィア福祉会関係） 

項 目  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 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

市では市内の私立保育園に対して、保育を実施する児童の健全な育成及び私立保

育園の円滑な運営に資することを目的として、私立保育所運営費助成金（以下「助

成金」という。）を交付しています。 

助成事業のうち、職員基準配置事業については、保育所運営費国庫負担交付基準

に基づく直接処遇職員数と、より手厚く充実した保育を実施するため市が定めた職

員配置基準による職員数との差分を助成しています。職員数については、毎月初日

の０歳児から５歳児の各クラス在園児童数等によって算出しますが、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。この原因について、「月途中になってから退園の意向が判明した児童

がおり、通常、翌月の助成金で調整するところ、未調整のままとなっていたためで

ある。」との説明を受けました。 

次に、延長保育事業については、通常の開園時間（7：00～18：15）を超えて保

育を実施する場合、次表のとおり、延長児童数に応じて助成を行っています。 

 

延長保育を希望する保護者は、前月２０日までに保育園に申請書を提出し、保育

園が内容審査を行い、適正な申請と認めた場合は延長を許可し、その旨を保護者と

市保育事業課に報告します。その保育園の報告に基づいて、市は助成金を交付しま

すが、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。   

延長児童数の報告誤りの１件目の原因として、「当月半ばになってから保護者よ

り延長１時間から延長２時間に変更の申出があり、保育園は保護者の事情も考慮し

て当月からの変更を許可したが、結果的に延長１時間の児童数が１１名から９名

に、延長２時間の児童数が３名から５名となり助成基準額が変わったが、市への報

告が漏れていたため、通常、翌月の私立保育所助成金支払いの際に相殺・清算する

ところ、清算されないままになっていたためである。」との説明を受けました。ま

た、２件目の原因としては、「期限までに保護者からの延長取消の申請を受け許可

していたが、市への報告が漏れており、結果的に延長１時間の児童数が１0名と実 

延長児童数 助成基準額 延長児童数 助成基準額

～９名 101,000 ～５名 67,600
１０～１９名 118,500 ６～９名 135,300
２０～２９名 147,600 １０～１９名 179,000
３０～３９名 176,700 ２０～２９名 251,800
４０～４９名 205,800 ３０～３９名 324,600
５０～５９名 234,900 ４０～４９名 397,400

延長１時間(18:15～19:00) 　 単位：円 延長２時間(19:00～20:00)　　単位：円



 

（次項へ） 

態よりも１名多い状態の助成基準額で助成金を受け、清算されないままになってい 

たためである。」との説明を受けました。 

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。 

 
 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年３月３０日 措置通知 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 
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