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27 定期監査 52 上下水道局 各課共通

宝塚市水道経営戦
略策定業務及び宝
塚市下水道経営戦
略策定業務につい
て

　現在策定中の水道事業に係る「水道ビジョン２０１６」及
び「水道事業経営戦略」、下水道事業に係る「下水道ビジョ
ン２０１６」及び「下水道事業経営戦略」の完成時期につい
て、「７月にずれ込む可能性もある。」旨の説明を受けまし
たが、なるべく現在の計画との空白期間が生じないよう留
意する必要があると考えます。
　また、「水道事業経営戦略（案）」における、投資計画と財
政計画に基づく収支見込については、収益的収支が赤字
で推移することが見込まれているなど、財政計画における
投資財源の検討が十分であるとは言えません。
　さらに、同戦略（案）では、目標達成のための具体的な取
組が現時点で示されておらず、これでは経営戦略とは言え
ません。
　今後、策定案が精査されていくこととなりますが、現在の
策定案が「ビジョン」及び「経営戦略」と呼ぶにふさわしいも
のとなるよう取組んでください。

  宝塚市水道ビジョン2025（案）・宝塚市水道事業経営戦
略（案）及び宝塚市下水道ビジョン2025（案）・宝塚市下水
道事業経営戦略（案）については、監査結果（意見等）を踏
まえて、4月28日（木）開催の宝塚市上下水道事業審議会
において仮決定しました。
   その内容ですが、宝塚市水道事業経営戦略（案）及び宝
塚市下水道事業経営戦略（案）について、具体的に経営健
全化取組項目を掲げ、投資計画と財政計画の整合を図
り、目標値を達成する計画としています。
  この仮決定の内容でパブリック･コメントを実施することに
ついて、5月12日（木）開催の都市経営会議に諮りました
が、宝塚市水道事業経営戦略（案）及び宝塚市下水道事
業経営戦略（案）について、財政収支計算表の掲載や料
金改定の具体的な時期・改定率の掲載については、より
一層の庁内議論を行う必要があるとの決定がされました。
  これを受けて、宝塚市水道ビジョン2025（案）及び宝塚市
下水道ビジョン2025（案）のみ、5月16日（月）から6月15日
までの間でパブリック・コメントを実施することになりまし
た。
  今後、宝塚市水道事業経営戦略（案）及び宝塚市下水道
事業経営戦略（案）については、庁内議論を進め、委託契
約期間の9月末を目途に策定する予定としています。

・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 53 上下水道局 各課共通 公用車について

　公用車の管理については、平成２３年度の定期監査にお
いて、効率的な配備・運用を図るよう指摘・意見してきたと
ころです。
　平成２７年４月から１０月までの公用車の稼働状況を確
認したところ、工務課専用車両の稼働率が低い状況が見
受けられました。特に給水車の中で使用日数が少ないも
のが２台あり、それらの使用１日当たりのリース料を見る
と、それぞれ、32,130円、24,948円と非常に高額となってい
ます。
　上下水道局内各課間での共用化、市長事務部局との共
用化を図るなど、稼働率の低い公用車の必要性について
は、経営意識をもって見直し、更なる効率化に努めてくださ
い。

  ４ｔ給水車及び１．５ｔトラックについては、稼働率が低いこ
とは認識しているところです。
  しかしながら、４ｔ給水車につきましては、各種緊急事態
に伴う断水発生時の応急給水には不可欠な装備車両と
なっています。また、１．５ｔトラックは通常、大規模な緊急
工事等で必要となるエアーコンプレッサーを搭載しており、
コンプレッサーは大型で非常に重く、積み下ろしが困難な
ことから、常時搭載して緊急対応に備えておく必要があり
ます。さらに、このトラックは、宝塚市危機管理行動計画及
び宝塚市地域防災計画では、別に保管している１ｔ給水タ
ンクを搭載することにより、４ｔ給水車と同様に応急給水車
両と位置づけられています。このため、稼働率は低いもの
の廃止は困難な状況です。
  但し、４ｔ給水車につきましては、給水作業での機動性に
も配慮し、リース契約更新時には、2ｔ給水車への変更を検
討します。
  その他、工務課車両につきましては、平成28年度から実
施する配水施設管理業務の委託に伴い、直営業務で使用
していた車両２台の削減が可能となる見込みです。

27 定期監査 54
上下水道局
経営管理部

営業課
上下水道料金コン
ビニ収納代行業務
委託について

　上下水道料金コンビニ収納代行業務委託の契約書を確
認したところ、契約書中に業務仕様書が添付されていませ
んでした。
　また、当該契約の随意契約理由書について、特名随意
契約の必要性を説明する理由書としては甚だ不十分な内
容となっており、業務仕様書の添付漏れも含め、これでは
本当に特名随意契約を結ぶ必要性があった案件なのか疑
念を抱かれかねません。その他、セキュリティ誓約書は会
社印のみ押印された状態で日付欄が空欄のままになって
いるなど書類不備が散見されます。
　今後は契約事務の適正な取扱いを徹底し、特に安易な
特名随意契約事務を行わないよう心掛けてください。

  今後、決裁等のチェック体制を強化し、契約事務の適正
な取扱いを徹底いたします。
　また、本委託契約については、平成28年度末で長期継
続契約期間が終了するため、特名随意契約から入札への
変更を検討します。
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27 定期監査 55
上下水道局
施設部

浄水課
危険作業手当につ
いて

　各浄水場においては、薬品注入量の実測、取水口・スク
リーン等の清掃及び水質計器の洗浄・調整等の作業に対
し、１日200円の日額で危険作業手当が支給されていま
す。
　規程第４条第２項では、「特殊勤務手当を日額で支給す
るものについては、特殊勤務手当の支給される業務に従
事した時間が、１日について４時間に満たないときは、手
当額の２分の１を減額する。」とされていますが、小林浄水
場においては、場所を異にする同日の作業（１日の合計作
業時間２時間）に対して、それぞれ100円、計200円を支給
している事例が散見されました。
　このような運用は、明らかに規程から逸脱しています。今
後は、規程に基づいた手当支給手続を行ってください。

  小林浄水場における危険作業手当の支給については、
本監査での指摘を受け、各浄水場に対して周知を図り、平
成28年1月分から規程に基づいた手当支給への是正を
行っています。

27 定期監査 56
上下水道局
施設部

工務課
特名随意契約につ
いて

　工務課における特名随意契約について確認したところ、
製造者及び開発業者であることをその理由とするものが
散見されました。
　これらの随意契約理由は、ガイドライン及び根拠法令に
沿うものとなっており、これらの契約を特名随意契約とする
ことに問題はないと考えますが、そもそも、保守点検業務
を製造・開発業者しか行えないことが明らかであれば、シ
ステム及び機器導入時に、それらの費用等を考慮した上
で、導入業者を決定する必要があるのではないかと考えま
す。
　入札等でシステム及び機器等を安く調達できたとしても、
その後の保守・管理業務において割高な費用がかかるこ
とで、契約の経済性が損なわれるケースも考えられます。
今後は、保守点検費用等も考慮した契約事務の在り方に
ついて検討してください。

  特名随意契約については、引き続き、宝塚市随意契約ガ
イドライン及び根拠法令の随意契約理由との整合を慎重
に判断します。
  保守点検費用等も考慮した契約につきましては、今回の
ご意見を考慮した契約の実施に努めます。
  平成２８年３月１６日に契約した電子入札用機器購入に
ついては、保守点検業務と同時入札としました。また、今
年６月に実施予定の上下水道積算システム購入について
も、保守点検業務を含めた契約とすることとしています。

27 定期監査 57 企画経営部

政策推進課
（宝塚市土地
開発公社関
係）

土地の買戻しに係
る債務負担行為の
設定等について

　公社保有の土地のうち、債務負担行為の設定がなされ
ているのは、近年取得した土地だけであり、残りの土地に
ついては、債務負担行為が設定されていません。
  債務負担行為が設定されていないことにより、予算上、
議会及び市民等が把握できない状況となっており、債務負
担行為が未設定の土地の総額は約２５億円もの巨額に上
るため、このことが今後の財政運営にも影響を及ぼす可能
性があります。
  市の財政負担が適切に反映されるよう、処分計画で定め
た処分年度の債務負担行為の設定を行い、市の将来負
担を明らかにするとともに、債務負担行為の設定年度内に
計画的に買戻しを行うよう努めてください。
  なお、保有年数の長い土地については、簿価と実勢価格
（時価）が大きく乖離していることが推測されますが、市が
簿価で買い戻した土地を簿価で固定資産台帳に計上した
場合、貸借対照表上、市の資産が過大となる問題が生じ
ます。また、特定土地への用途変更等により、土地を民間
へ売却するとしても、公社だけでは処理できない売却損が
発生する可能性があります。これらの問題についても、今
後、十分検討してください。

  ４次宝塚市土地開発公社経営健全化計画（平成２８年度
～平成３２年度）におきましては、公社所有地ごとに市への
処分年度を定め、公社健全化を推進していきますが、債務
負担行為の設定につきましては、各公共事業の進捗と併
せて行います。
　なお、４次宝塚市土地開発公社経営健全化計画（平成２
８年度～平成３２年度）を公表することで、市の将来の債務
について周知が図られるものと考えています。
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27 定期監査 58 産業文化部

文化政策課
（宝塚市国際
交流協会関
係）

決算書及び指定管
理料の積算根拠の
検証について

　指定管理料の根拠として積算した事業費の項目と収支
決算書における事業費の支出項目とが相違しており、市
の指定事業として積算した額に対し適切に事業執行がさ
れたのか比較が困難な状況となっています。
　より正確な決算額の検証を行えるよう、指定管理料の根
拠として積算した事業費の項目に支出決算書の項目を合
わせるよう指導してください。

  的確に指定管理事業の実施状況や指定管理料の使途
が検証できるよう、支出決算書の項目に合せた収支計画
書の作成を指導しました。
  それを受け、平成28年度（2016年度）分から収支計画書
を作成し、指定管理料の積算根拠についても合わせて整
理しました。

27 定期監査 59 健康福祉部

障害福祉課
（エコミュ、ア
ミーゴ、和み関
係）

補助金交付決定事
務について
（１）実績報告時に
おける書類審査体
制について

　実績報告書及び決算書等の添付書類と、各法人が保有
している金銭出納簿等関係書類との照合・確認を行ったと
ころ、記載誤りのため補助金が過払となっている事例、ま
た補助金の額には影響しないものの、実績報告書等に記
載される数値に誤りがある事例等が散見されました。
　これらの記載誤りは、実績報告書等の書類に目を通すだ
けでも、容易に発見できたと考えられるものも多数あり、担
当課による書類審査体制は不十分なものであるといわざ
るを得ません。
　平成２６年の監査結果報告書において、「書類審査を慎
重に行ってください。」と指摘・意見をしていますが、その後
の実績報告書等審査業務において考慮されているとは思
えません。
　実績報告書等に関する審査は、慎重かつ適正に行ってく
ださい。

  平成２５年度監査結果報告書に基づき、平成２５年度補
助金から、実績報告書等と合わせて支出根拠資料を団体
に提出させることを開始しています。
  しかしながら、現在は、実績報告書等及び支出根拠書類
を審査する体制が十分ではないことから、今後は書類審
査体制の改善に努めます。

27 定期監査 60 健康福祉部

障害福祉課
（エコミュ、ア
ミーゴ、和み関
係）

補助金交付決定事
務について
（２）指導員等に対
する給与等の取扱
いについて

　今回の監査の対象となった３法人について、指導員に対
する給与等の支払状況を確認したところ、本来補助対象と
ならない、法人役員に対する役員報酬を補助対象経費とし
て計上していた事例、給与規程等に定められていない手
当を支払っていた事例、給与規程等に定められた時期と
異なる時期に特別期末手当が支払われた事例等があり、
３法人のいずれにおいても適切とはいえない事例が見受
けられました。
　今後は、給与規程等を明確にすることはもちろん、支出
された金額がいかなる根拠に基づくものか説明責任を果
たせるよう、各法人に指導するとともに、実績報告書等提
出時に給与規程等と支出金額の関係を把握できるように
してください。

  平成２５年度監査結果報告書に基づき、給与規定の整備
について、補助金申請書記載要領に記載することにより、
団体に指 導しております。
  今後は、実績報告書等提出時に、給与規定等と支出金
額の関係を把握するよう、審査体制の改善に努めます。

27 定期監査 61 健康福祉部

障害福祉課
（エコミュ、ア
ミーゴ、和み関
係）

補助金交付決定事
務について
（３）補助金交付申
請額の精査につい
て

　補助事業については、諸事情の変化により、交付を受け
た金額が不要になることがあることは一定理解できます
が、１０月まで（変更が生じた場合は年度末まで）に交付を
受けた補助金が超過し、返還が必要となる場合でも、返還
期限である７月までの間は、金銭の運用は補助金交付団
体に委ねられることになります。
　補助金は、市民から納付された税金その他貴重な財源
で賄われるもので、公正かつ効率的に執行することが求
められることは言うまでもありません。
　今後は、交付申請及び変更申請の際、より一層精査の
上申請するよう法人に指導するとともに、提出された申請
書類等の審査を適正に行うようにしてください。

  補助金は、例年であれば翌年度の４月に実績報告を受
け、審査の結果超過交付となった団体には、５月末の出納
閉鎖までに超過交付額を返還させています。
　補助金確定後に超過交付額が発生することは、補助金
確定後の追加交付を認めていない以上、補助金の申請に
一定の合理性がある場合はやむを得ないものと考えます
が、交付申請及び変更申請の際、より一層内容を精査す
るよう団体に指導するとともに、提出された申請書類等の
審査を適正に行うよう努めます。



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 62 健康福祉部
障害福祉課
（エコミュ関係）

実績報告書等につ
いて
（１）補助金の変更
申請について

　エコミュが補助事業を行う２事業所において、平成２６年
度分の最終的な補助金の確定後、多額の返還（2,975,000
円）が生じています。
　これは、年度途中で行われる補助金の変更申請におい
て十分な精査がなされておらず、過大な見込みによる変更
申請がなされているためと考えられます。本来、市の予算
として適切に執行されるべきものが、結果的には市に返還
するまでの間、法人の無利子の運営資金として利用されて
いる状況を生んでいます。市の予算の有効活用、適正な
執行のためにも、今後は変更申請額の精査が必要です。

  補助金確定後に超過交付額が発生することは、補助金
確定後の追加交付を認めていない以上、補助金の申請に
一定の合理性がある場合はやむを得ないものと考えます
が、交付申請及び変更申請の際、より一層内容を精査す
るよう団体に指導するとともに、提出された申請書類等の
審査を適正に行うよう努めます。

27 定期監査 63 健康福祉部
障害福祉課
（エコミュ関係）

実績報告書等につ
いて
（２）補助対象となる
事業経費について

ア　燃料費
    実績報告書において、「ecommu」の経費として平成２６
年度に燃料費支出がある一方、「ecommu*fruit&fruit」では
燃料費の計上がありません。このことについて、「エコミュ
全体の業務用車両のガソリン代が計上されていることが判
明した。」旨の説明を受けました。
　 これは、車両日誌、業務日誌等が整備されておらず、補
助対象の経費なのか、補助対象外の経費なのか判断が
つけられなかったことが原因と考えられます。補助対象事
業と補助対象外事業の線引きを明確にするためにも、車
両日誌、業務日誌等の整備について、十分な指導と報告
内容の精査を行ってください。また、差額については直ち
に適切な措置を講じてください。
イ　保険料
    実績報告書等において、「ecommu」分として自動車保
険料が支出されていますが、「ecommu*fruit&fruit」には保
険料の計上がありません。このことについて、「実績報告に
はエコミュ全体の業務用車両の保険料が計上されてしまっ
ていた。」旨の説明を受けました。補助対象経費はあくまで
も対象となる事業所にかかる経費であることを周知徹底
し、今後はこのような誤計上が起こらないよう、十分な指導
と報告内容の精査が必要です。また、差額については直ち
に適切な措置を講じてください。

  当該燃料費及び保険料の過大計上に係る返還通知は、
平成２８年４月２７日に発送し、その返還期限は平成２８年
５月１３日としています。
　燃料費の補助対象経費への計上にあたっては、運行車
両が当該施設のみの用に供するものでない場合は、運行
日誌を備え、当該施設の運営にかかる燃料費のみを対象
経費とするよう、補助金申請書記載要領に記載することに
より、団体に指導しています。

27 定期監査 64 健康福祉部
障害福祉課
（エコミュ関係）

実績報告書等につ
いて
（３）補助対象事業
費への役員報酬の
計上について

　「ecommu*fruit&fruit」の平成２６年度実績報告書等に添
付された人件費の明細を見ると、役員報酬が計上されて
いますが、役員報酬は直接的な市補助金の交付対象には
なっていません。誤計上であるとの説明を受けています
が、現状では対象事業所に全く無関係の役員の報酬を事
業費に算入することに奇異な印象を持たざるを得ません。
　また、直接的な市補助の対象にならなくても、補助金額
の算出上、全体事業費が役員報酬額分増えることで実際
の補助金額に影響を与えることになります。
　今後はこのような誤計上が起こらないよう、十分な指導と
報告内容の精査を行ってください。

  当該役員報酬の誤計上に係る返還通知は、平成２８年４
月２７日に発送し、その返還期限は平成２８年５月１３日と
しています。
　当該施設の運営と直接関係のない人件費を計上しない
よう団体に指導し、また、報告内容の精査に努めます。
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27 定期監査 65 健康福祉部
障害福祉課
（エコミュ関係）

医師の意見書に基
づく通所者について

　障害者の通所者については、利用契約書及び障害者手
帳の写しを確認することができましたが、医師の意見書に
基づく通所者については、ほとんどの通所者から医師意見
書の提出を受けていないことが確認されました。市担当部
局にて通院や受診状況が確認できる通所者もいるとのこ
とですが、本来の補助金交付申請の在り方として、好まし
い状況とは言えません。
　通所に当たっては、事業所において手帳又は医師の意
見書により通所対象者であることを確認すべきです。医師
の意見書に基づく通所者の取扱いについて、各補助金交
付団体に周知徹底してください。同時に補助金の交付要
綱においても、医師の意見書に基づく通所者の取扱いに
ついて明確にしておく必要があります。

  障害者手帳は取得していませんが、一定の障がいがあ
り、地域活動支援センターに通所することが適当であると
医師が意見書により認めた通所者については、補助金の
対象者として取り扱う運用を行っていますが、要綱上明記
していませんので、利用対象者として要綱に明記するとと
もに、その根拠書類は団体において取得及び保管するよ
う周知します。

27 定期監査 66 健康福祉部
障害福祉課
（アミーゴ関
係）

給与規程等の整備
について

　 「特定非営利法人アミーゴ　給与規定　標準職務表」に
おいて、「報酬」については基本となる金額に加えて、「当
事業所規定に基づく」額を交付することと定められていま
すが、具体的な金額が明記された規程等は存在しませ
ん。
　また、アミーゴが保有している給料支払明細書（控）とア
ミーゴ給与規程を照合した結果、「法人管理手当」、「法人
事務手当」等のアミーゴ給与規程に定められていない手当
が支払われていました。
　 さらに、アミーゴは伊丹市内にも事業所を有しており、複
数の事業所で兼務している指導員等に対する給料及び手
当の支出についても、アミーゴ給与規程に明確な定めは
ありませんでした。
　給与規程等には、いかなる名目の賃金が支払われるか
を明確にしておくことが求められます。たとえ形式的な給与
規程等が存在していても、支払われる賃金とその根拠が
一致した上で、説明責任を果たすことができなければ、給
与規程等が整備されているものとは言えません。
　今後とも、法人に対し、給与規程等を整備するよう指導し
てください。

   給与規定等の整備については、補助金申請要領におい
て求めており、補助金説明会（平成２８年４月８日開催）に
おいても、その旨を団体に再度周知しました。アミーゴにつ
いては、監査指摘後、労働基準監督署に相談し、給与規
定を整備したことを確認しています。

27 定期監査 67 健康福祉部
障害福祉課
（和み関係）

特別期末手当の支
給について

　賃金規程第１２条第３項で、「会社の業績によっては、年
度末（３月末）に年度特別期末手当を支給する。」とされて
います。
　実績報告書等を確認したところ、支出明細に５月末支出
予定として、指導員２名分の特別期末手当が計上されてい
ましたが、賃金規程から逸脱した手当の支給を補助対象
経費として認めることは、補助金執行の公正性を確保する
観点から好ましくないと考えます。
　また、特別期末手当の支給については、「会社の業績」
が前提となっていますが、実質的に赤字決算になっている
にもかかわらず、特別期末手当が支給されていることにも
疑問が残ります。
　今後、実績事業報告書等の審査に当たっては、計数
チェックだけでなく、補助金執行の妥当性についてもチェッ
クし、指導してください。

　実績報告書等の審査を行うにあたっては、補助金執行
の妥当性についてもチェックすることができるよう、審査体
制の改善に努めます。

※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。


