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27 定期監査 68
市立病院
経営統括部

管理担当
看護部に係る休暇
承認について

　平成２３年度定期監査において、宝塚市立病院職務権
限規程を遵守されるよう、指摘・意見をしていますが、改め
て看護部の休暇欠勤簿を確認したところ、看護師長の休
暇承認は、職務権限規程第１１条により看護部長の権限と
なっているにもかかわらず、大半の師長の休暇欠勤簿に
は看護副部長の印のみが押されており、部長の押印はさ
れていませんでした。
　職務権限規程上、前回定期監査以後も副部長の権限に
ついて何ら定められておらず、師長の休暇承認の決裁権
者はいまだ部長のままであるため、現状の運用は職務権
限規程違反となっています。
　今後は速やかに職務権限規程の条項を整理し、部長の
権限を見直すとともに、副部長の職務権限を定め、運用の
実態と規程に齟齬が生じないよう改めてください。

　平成28年4月1日付で宝塚市立病院職務権限規程を改
正し、看護副部長の職務権限を新たに定め、実態と規程
の齟齬を解消しました。

27 定期監査 69
市立病院
経営統括部

管理担当

物品購入（修繕）発
注伺いについて
（１）見積書の徴取
等と特名随意契約
について

　市立病院での備品購入、備品修繕、施設修繕における
発注伺書を確認したところ、ほぼ全ての発注が１者見積り
による特名随意契約となっていました。
　病院という施設の目的や特殊性を考慮しなければならな
いことは一定理解しますが、全ての医療機器、床タイルや
引き戸の修繕までが特名随意契約で行われている現状
は、適正な業者選定や価格決定がなされているとは言え
ません。また、特名理由書が全く添付されていないことも
問題です。
　今後は十分に修繕内容等を精査し、真に必要な案件の
みを特名随意契約とし、やむを得ず特名随意契約を行う
場合は必ず特名理由書を作成してその理由や必要性を明
らかにした上で行うようにしてください。

　医療機器は、多くの場合その特殊性から製造したメー
カーでなければ保守、修繕ができず、購入した販売代理店
を通し修繕を行うため販売代理店との特名随意契約となり
ますが、このような場合には、必ず特名理由書を作成し、
その理由や必要性を明らかにした上で行うように改めまし
た。
　施設修繕で医療安全や療養環境の保全のため緊急に
施工しなければならないため特名随意契約を行うものにつ
いては、その理由や必要性について特名理由書を作成し
添付するよう改めました。

・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 70
市立病院
経営統括部

管理担当

物品購入（修繕）発
注伺いについて
（２）物品購入（修
繕）の事務の流れと
発注方法等につい
て

  市立病院における発注伺書を確認したところ、添付され
た見積書のほとんどに日付が記入されていませんでした。
一方、日付が記載されている見積書を確認したところ、発
注伺書の起票日以降に発行されたもの、中には発注伺書
に記載された納期限以降に発行された見積書も見られま
した。
　日付のない見積書の添付された物品購入（修繕）も含め
て、多くの修繕が上述のような事前発注、後追い起票の形
で行われており、こういった発注手法によって適正な業者
選定、価格決定が確保されるのか疑問です。
　外部から大きな疑念を抱かれないよう、本来定められた
手続きに従って発注を行うように事務手続きを改めてくだ
さい。

　見積書には日付の記載を求め、日付の無いものは受付
日を押し、見積書の提出された日を明確にしています。
　これらを通じて、見積書徴取から起票、業務完了までの
経緯を明確にするよう、事務手続きを改めました。
　特名随意契約を行う時は、整理票69番に記載のとおり、
その理由や必要性を記載した特名理由書を添付するよう
改めました。

27 定期監査 71
市立病院
経営統括部

管理担当

物品購入（修繕）発
注伺いについて
（３）発注業者の選
定等について

　修繕契約において、同起票日で内容的にも同内容と思
われる修繕を一本にまとめることなく、同一業者に特名で
発注しているケースが多数見られます。また、発注先も特
定の業者に偏る傾向が見られます。今後は特名随意契約
の見直しも含め、効果的、効率的な発注方法について検
討してください。
　さらに、備品購入についても、ほぼ同内容の備品を同日
に同一の業者に見積り依頼し、特名随意契約にて購入し
ているケースが見られ、特名随意契約金額の範囲を超え
ないよう故意に分割発注しているのではないかとの疑念を
抱かざるを得ない案件もありました。
　物品購入（修繕）事務の流れ、特名随意契約の考え方等
について院内で共通認識を持ち、物品購入（修繕）事務の
適正な執行体制を構築してください。

　修繕や物品の購入において、一本にまとめることができ
るものについては、まとめて発注し、効果的・効率的な発
注を図ります。
　個別に発注するものについては、日付のある見積書を徴
し、特名随意契約を行う必要のあるものには特名理由書
の作成も含め、その都度処理するように改めました。

27 定期監査 72
市立病院
経営統括部

管理担当
医療機器の賃貸借
契約について

賃貸借契約書を確認した結果、下記の契約について問題
が見られました。
　（１）「陰圧維持管理装置賃貸借」契約
　（２）「超音波画像診断装置（循環器内科 IVUS）賃貸借契
約
（１）の契約は、平成２７年４月１日付けで契約を交わしてい
ますが、決裁に添付された見積書には「平成２７年３月１６
日」と「150512」（平成２７年５月１２日と解釈。）と異なる二
つの日付が印字されており、公印押印簿を確認したところ
本賃貸借契約書への押印は平成２７年５月２１日となって
いました。
（２）の契約は、平成２７年４月１日付けで契約を交わしてい
ますが、公印押印簿を確認したところ、本賃貸借契約書へ
の押印は平成２７年５月１９日となっていました。
  このことからすると、これらの契約書は契約開始後に作
成されたものとなりますが、患者が治療目的で継続的に使
用している装置の賃貸借契約であり、遺漏のないように万
全を期す必要があります。契約案件について相互チェック
体制を構築するなど再発の防止に努めてください。

　次期更新時には、このようなことがないよう適正な事務
執行を行ないます。
　また、従来から担当者が契約進捗チェックシートを作成し
ていましたが、チェックシートを課内で共有し、漏れの無い
よう徹底してまいります。
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27 定期監査 73
市立病院
経営統括部

管理担当
印刷契約等につい
て

　印刷契約事務手続を確認したところ、案件ごとに６業者
の中から選定を行っていました。指名業者の固定化は、競
争の確保、談合防止及び公平性確保の観点から望ましく
ありません。指名業者選定に際しては、同一業者に偏らな
いよう配慮し、合理的な理由のない指名業者の固定化は
避けるよう改善を図ってください。
　また、印刷契約１００件のうち、１８件を特名随意契約に
より契約締結していますが、仕様書の見直しや、適切な在
庫管理によって競争入札に付すことが可能であると考えら
れるものが見つかりました。
　さらに、同一帳票の増刷については、年２回発注してい
るものが１０件、年３回発注しているものが２件、年４回発
注しているものが１件あり、十分な在庫管理ができていな
いとの印象を強く受けました。
　今後は、印刷物の発注について、使用見込数及び印刷
部数を精査し、スケールメリットを考慮した計画的な発注に
努めてください。

　印刷見積については依頼業者を増やすとともに一部を入
れ替え、業者の固定化を避けるよう対応しました。また、指
摘のあった特名随意契約については競争による契約を行
います。
　印刷物の在庫管理について計画的な発注を行うため、
部署共通の帳票は、半年毎の発注を目安に在庫を調整し
ます。部署固有の帳票は、各部署に対して印刷内容の変
更による余剰在庫が発生しないよう使用見込み数と印刷
部数を精査すること、及び、競争による契約ができるように
時間的余裕をもった請求とするよう、周知徹底を行いまし
た。

27 定期監査 74
市立病院
経営統括部

管理担当
固定資産台帳の整
備について

　平成２３年度決算審査意見書において、固定資産の現
物がないにもかかわらず、備品台帳上の除却処理がされ
ていないケースがあり、現状と整合した台帳を整備するよ
う意見しました。
　現在の備品と備品台帳の照合確認調査の状況について
は、大規模な増改築とともに多くの備品を購入した平成１０
年度分の備品についても除却漏れが見受けられることか
ら、まだ現状と一致した台帳となっているとはいえない状況
が続いていると考えられます。確認調査のスピードを上
げ、早期に現状と整合した備品台帳となるよう努めてくださ
い。

　備品の管理については、平成16年度から備品シールを
添付し管理しており、平成15年度取得分まで備品調査を
行い終了する予定です。
　本年度は、平成10年度の下半期までを完了させるととも
に、平成11年度から15年度の5年間の備品購入数は比較
的少ないことから、ペースを上げ照合確認及び台帳処理を
行い、早期に現状と整合した備品台帳となるよう努めてま
いります。

27 定期監査 75 健康福祉部

高齢福祉課
（宝塚市保健
福祉サービス
公社関係）

経営状況について

　公社が作成している中期経営計画（チャレンジプラン）
2013～2015において、当期一般正味財産目標増加額の
目標数値を2,000万円としていますが、平成２６年度決算で
は1,242万円の増加にとどまっており、目標を下回る結果と
なりました。
　公社は市から老人保健施設の無償貸与を受けており、
建物の減価償却費を計上せずに運営を行っていますが、
他の民間施設が減価償却しながら収支を合わせているこ
とを考えれば、公社はもっと経営努力の余地があるのでは
ないかと思われます。
　介護老人保健施設の利用率向上を図るとともに、赤字と
なっている市からの受託事業についても必要経費の精査
や、市に委託料の積算の見直しを要望するなど、公社で
行える経営改善や経営努力を重ね、経営の安定に努めて
ください。
　また、平成２８年度からの第２期中期経営計画について
は、平成２８年度上半期中の完成を目指しているとのこと
ですが、事業年度が４月からスタートすることから考えると
あまり計画の空白期間を置くことがないよう早期策定に努
めてください。

　平成２８年度からの第２期中期経営計画について、早期
に策定するよう指導するとともに、受託事業や施設の運営
等についても、今年度から毎月定期的に情報共有を行う
ための協議の場を設けることとしています。（すでに5月17
日（火）、6月27日（月）に開催しており、7月は27日（水）に
開催予定としています。）
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27 定期監査 76 健康福祉部

高齢福祉課
（宝塚市保健
福祉サービス
公社関係）

ステップハウス宝塚
の修繕に係る負担
区分について

　平成２３年度財政援助団体等監査において、土地、建物
使用賃貸契約書中、ステップハウス宝塚の修繕に係る市
と公社の負担区分が曖昧になっていることから、修繕等に
係る費用負担区分の明確化に努めるよう意見していまし
たが、平成２４年４月１日に締結した新契約書は、前回の
契約書と同じく、「乙（公社）は、原則として使用貸借物件の
維持管理に要する光熱水費、通信費、修繕費等を負担す
るものとする。ただし、大規模修繕については、甲（市）、乙
（公社）協議において決定するものとする。」となっていま
す。
　修繕負担区分の明確化に関する協議に当たっては、単
に修繕負担区分だけでなく、公社存続の意義や、市からの
受託事業が赤字となっていることも含めて議論し、次回の
契約更新までに修繕負担区分を明確にしてください。

　次回の契約更新も含め、修繕負担割合なども含め、定例
の協議の場において議論していきます。

27 定期監査 77 産業文化部

観光企画課
（宝塚市国際
観光協会関
係）

観光花火大会に係
る経費負担等につ
いて

　 観光花火大会開催のため、市は協会に対し補助金を支
出していますが、協賛金が年々減少しており、協賛金の減
少分を補助金増加で補わざるを得ない状況になっていま
す。
　花火大会の会場移転に係る経費について、平成２７年度
は協会が、平成２８年度は市が負担することとなっていま
すが、共催事業における協会と市の経費負担の在り方に
ついては、一定の整理を行っておく必要があるのではない
かと考えます。
　さらに、会場移転により、経費がこれまで以上に増加した
場合や企業協賛が得られなくなった場合など、観光花火
大会の継続又は中止の意思決定をどこが行うかも現時点
では明確になっていません。安全面も含め、引き続き花火
大会の再開の検討に慎重に取り組んでください。

　平成２９年度花火大会の開催に向けて、警察等関係機
関と協議を重ねつつ、警備計画書の作成や、花火大会実
施にかかる概算費用の積算を進めていますが、ご意見を
いただいた「共催事業における経費負担の在り方につい
て」は、共催者である宝塚市国際観光協会とも引き続き一
定の整理をしてまいります。
　また、「花火大会の継続又は中止の意思決定」について
も花火大会の目的も含めて同協会と協議しながら、安全
面も含め花火大会の検討を図ってまいります。

27 定期監査 78 産業文化部

商工勤労課
（おいしいまち
宝塚実行委員
会関係）

補助事業の在り方
について

　平成２５年度決算審査意見書において、「おいしいまち宝
塚実行委員会の場合は、事業経費の全額を市からの補助
金に依拠しており、外形的に判断すると委託事業になって
います。広告料収入や参加店舗からの参加負担金収入等
の自主財源確保の取組が必要であると考えます。」と意見
をしています。
　この意見に対し、所管課から、「今後は、参加店舗からの
参加負担金収入等を実行委員会内で議論するなど、自主
財源の確保に向けた検討を行う。」旨の改善報告を受まし
たが、今回の定期監査においても、従来どおり全額補助金
で事業費を賄う形となっていました。
　また、支出の大部分を占めるイベントチラシなどの印刷
製本費について、全て特名随意契約で行われているなど
経費節減の取組が十分であるとは言えません。
　平成２９年度で補助金交付要綱が失効することになりま
すが、今一度この事業の効果について検証するとともに、
今後の事業の在り方についても検討してください。

　平成28年度においても「おいしいまち宝塚」では「宝塚グ
ルメアカデミー」を開催予定ですが、これまでの監査結果を
受け、自主財源確保の取組として、参加店舗には1店舗3
千円の参加負担金を徴収していくことが決定しています。
　また、イベントチラシなどの印刷製本費については、特名
随意契約を行わず、数社から見積もりを徴収し、金額面等
を考慮し実行委員会で業者を選定していくこととしていま
す。
　今後は、事業参加店舗やイベント参加者にアンケートを
行うなど、事業効果の検証を行い、将来的に自主運営を
行っていくことができるよう検討していきます。

※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。


