
 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ６８ 

時 期  平成２８年４月８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  市立病院経営統括部（総務担当） 

項 目  看護部に係る休暇承認について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

看護部の休暇欠勤簿の記入については、平成２３年度定期監査（以下「前回定期
監査」という。）において、宝塚市立病院職務権限規程（以下「職務権限規程」と
いう。）を遵守されるよう、指摘・意見をしています。 
今回の定期監査に際し、改めて看護部の休暇欠勤簿を確認したところ、看護師長

（以下「師長」という。）の休暇承認は、職務権限規程第１１条により看護部長（以
下「部長」という。）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（以下「副部長」という。）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。このことについて確認したところ、「前回定期監査後、
部長が副部長、師長の休暇取得を決裁していたものを見直し、部長が副部長の、副
部長が師長の休暇取得を決裁するよう改めた。」旨の説明を受けました。 
しかしながら、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。これでは、前回定期監査において指
摘・意見したことに対する措置がされたとはいえません。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。 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ６９ 

時 期  平成２８年４月８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  市立病院経営統括部（管理担当） 

項 目  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 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

市立病院では備品購入、備品修繕、施設修繕に関して独自の契約マニュアル等は

作成しておらず、市の契約課が策定した契約事務マニュアルを準用しているとのこ

とですが、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。 

特名随意契約が多くなっている理由として、「患者の治療を最優先に考えなけれ

ばならないことや医療機器の特殊性といった理由から緊急性、専門性が高いと判断

したためである。」旨の説明を受けました。 

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。 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

（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 ７０ 

時 期  平成２８年４月８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  市立病院経営統括部（管理担当） 

項 目  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 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

通常、物品購入（修繕）の発注をする場合は、複数者から見積書を徴取した上で

発注相手を決定し、発注伺いの起票、決裁を経て発注を行います。 

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。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。このことについて、「緊急を要する修繕であったため担当部署

が粗見積り金額を業者に確認し、口頭で担当課長の了承を得た上で先行発注を行

い、発注後又は修繕完了後、修繕金額が確定した段階で見積書を徴取、発注伺書を

起票している。」旨の説明を受けました。 

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。 

中には起票日の５箇月以上後の発行日の見積書が添付された発注伺書もあり、こ

ういった明らかに起票日以降に発行された見積書が添付され、かつ特名理由書の添

付も無く、業者決定から業務完了までの経緯が全く不明な特名随意契約の発注伺書

がそのまま放置されている現状は、外部から見た場合大きな疑念を抱かれかねませ

ん。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。 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

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。 

 

 

（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 ７１ 

時 期  平成２８年４月８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 市立病院経営統括部（管理担当） 

項 目  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 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

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。このことについて、「水漏れなど即時対応が必要な修繕であっ

たり、院内の各部署から個別に修繕案件が上がってくるためチェックができずまと

めることができなかった。」旨の説明を受けましたが、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。 

なお、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。 

特名随意契約の理由、妥当性の精査や理由のない分割発注の見直しについては、

前回定期監査においても意見をしています。病院という施設の目的や特殊性を一定

考慮するとしても、現状では物品購入（修繕）事務における内部統制が有効に機能

しているとは言い難い状態です。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。 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

（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 ７２ 

時 期  平成２８年４月８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  市立病院経営統括部（管理担当） 

項 目  医療機器の賃貸借契約について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

賃貸借契約書を確認した結果、下記のような問題が見られました。 
（１）「陰圧維持管理装置賃貸借」契約について 
契約名   「陰圧維持管理装置賃貸借」 
契約日   平成２７年４月１日 
契約相手方 宮野医療機器株式会社 
契約額   8,500 円/日（単価契約） 

（２）「超音波画像診断装置（循環器内科 IVUS）賃貸借」契約について 
契約名   「超音波画像診断装置（循環器内科 IVUS）賃貸借」 
契約日   平成２７年４月１日 
契約相手方 ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 
契約額   48,000 円/月 

（１）の契約は平成２７年３月１３日に契約準備行為の決裁を起案し、平成２７年
３月２３日開札（特名随意契約）、平成２７年４月１日付けで契約を交わしていま
す。しかしながら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日と解釈した。）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３月２０日に契約準備行為の決裁を起案し、平成２７年
３月２７日開札（特名随意契約）、平成２７年４月１日付けで契約を交わしていま
す。しかしながら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２
７年５月１９日となっていました。 
このことについて、「（１）と（２）両契約とも、契約件数が多いため入札後契約

書の作成を失念していたため５月に入ってからの押印となった。また、（１）の契
約については入札時に提出された見積書を紛失したため契約書作成にあたって再
提出してもらったので日付が二つ記載されている。」旨の説明を受けました。 
本装置は平成２７年４月１日以降、契約書を作成した平成２７年５月２１日及び

平成２７年５月１９日までの間も利用されており、４月分の使用料は５月に請求を
受け６月に支払いを行ったとのことですが、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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

  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。 

 

 

 

（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 ７３ 

時 期  平成２８年４月８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  市立病院経営統括部（管理担当） 

項 目  印刷契約等について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

 経営統括部における平成２７年度印刷発注件数は、１月末時点で１００件でし 
た。 
印刷契約事務手続を確認したところ、「印刷見積依頼兼結果表」に予め６者の業 

者名が記載されており、案件ごとに６業者の中から選定を行っていました。このこ
とについて、「印刷発注の件数が多く、これまでに納入実績のある複数の業者に見
積り依頼を行っていた。」旨の説明を受けました。病院では、印刷発注件数が多く、
指名業者を固定化することで、事務処理が煩雑になることを避けられるかもしれま
せんが、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。今後は、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。各々の特名随意契約理由を確認したところ、「水薬ラベル」については、「他業
者製では、ラベルのにじみ等が発生したため、当該業者で契約を継続している。」
旨の説明を受けましたが、この理由で直ちに特名随意契約とする理由にはなりませ
ん。にじみ等が発生しない材質の使用を仕様書に明記することで、複数業者の競争
による契約が可能であったと考えます。 
「手術票②」については、「内容変更があるので在庫調整をかけていたものの、 

使用が急増し在庫が切迫したため、急遽、随意契約で増刷し、変更後の増刷は４者
による見積り合わせを行った。」とのことですが、７月２８日に特名随意契約によ
り発注した部数は 1,000部、７月２９日に４者の見積り合わせにより発注した部数
は 2,000 部であり、後者の方が１部当たり 2.8 円安価に契約され、発注日が１日ず
れただけで、契約単価で１部当たり 2.8 円もの差が生じています。適正な在庫管理
が行われていれば、見積り合わせによる一括発注が可能であり、かつ、契約単価も
安価にできたものと考えます。 
「入院のご案内」については、「当該業者が様々なレイアウトやデータを保持し 

ているため。」旨の説明を受けましたが、著作権については、「印刷物の著作権は市
立病院に帰属している。」とのことであり、印刷発注に当たっては、競争による契
約が可能であったと考えます。 
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件ありました。このことについて、
「印刷物は、一定期間の在庫保持を想定し発注を行っているが、患者増により消費
が増えたことや印刷内容を更新する必要が生じたことにより増刷が発生した。」と
のことですが、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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

 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。 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ７４ 

時 期  平成２８年４月８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  市立病院経営統括部（管理担当） 

項 目  固定資産台帳の整備について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

 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。 

 備品と備品台帳の照合確認調査の状況は下表のとおりです。 

調査年度 調査範囲 除却数・除却損 

平成２４年度 ①取得価格 300万円以上の平成９年度までの取得分 

②昭和５８年度取得分（取得価格 300万円未満） 

（昭和５９年２月取得分まで調査済） 

１８４品目 

32,538,548円 

平成２５年度 ①昭和５８・５９年度取得分（取得価格 300 万円未満）（昭和

６０年２月取得分まで調査済） 

１２４品目 

6,332,877円 

平成２６年度 ①昭和５９年度から平成９年度取得分まで 

（平成１０年２月取得分まで調査済） 

１３１品目 

29,030,821円 

平成２７年度 

１月末現在 

①平成９年度、平成１０年度取得分 １６品目 

1,640,692円 

上表の結果を見ると、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。 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

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。 

 

 

（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 ７５ 

時 期  平成２８年４月８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  高齢福祉課（宝塚市保健福祉サービス公社関係） 

項 目 経営状況について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

公社の平成２６年度決算は、経常収益が 11億 4,996万円、経常費用が 11 億 2,633
万円で、差引き 2,362万円の収支差が生じており、税引き後の当期一般正味財産額
は 1,242 万円の増加となっています。 
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 によると、

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、それを下回
る結果となりました。その理由について公社から「市内における療養型病院やサー
ビス付き高齢者住宅の新設により入居者が移動し、介護老人保健施設ステップハウ
ス宝塚の待機者が皆無となり、稼働率が目標より５％下回った。また、訪問看護事
業において、前年度末に職員が退職し年間を通して職員補充ができなかったことに
伴い、新規利用者の受付を長期に渡ってストップしたことが原因で利用者数が減少
した。訪問介護においても介護職員が不足し、目標を下回った。」旨の説明を受け
ました。 
しかしながら、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しているため、本来であれば、当初約 22 億円で建設され
たステップハウス宝塚の減価償却費として 3,800万円程度を計上するべきところで
あり、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。 
市立病院との連携を強化しながらステップハウス宝塚の存在をより周知するな

ど、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、現在策定中で平成２

８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。 

 
 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

 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。） 

 

 

 

 

 

 

（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 ７６ 

時 期  平成２８年４月８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  高齢福祉課（宝塚市保健福祉サービス公社関係） 

項 目  ステップハウス宝塚の修繕に係る負担区分について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

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日に契約した平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までを使用貸借

の期間とする新契約書は、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。 

このことについて市からは「躯体部分の改修を含めた施設・設備にかかる工事に 

ついては、公社保有の積立金等の経営努力により確保した資金を可能な限り充当す

ることとし、不足する資金についても市と公社の協議により対応することを基本的

な考え方とすることとしている。」旨の説明を受けました。 

一方、公社からは「平成２４年度当時は、経営努力により無償譲渡に対応可能な 

財務体力の確立を目標としていたが、平成２７年度現在の経営状況は厳しく、大規

模修繕を含む全ての費用を負担することが困難な状況となっており、当面、躯体部

分は引き続き市と協議しながら対応したいと考えている。しかし、修繕区分が曖昧

なままでは良くないと考えており、次の契約の更新時には、維持管理費用の負担区

分や大規模改修の範囲・内容について市と協議し明確にしたい。」旨の説明を受け

ました。 

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。 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

 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。 

 

 

（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 ７７ 

時 期  平成２８年４月８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  観光企画課（宝塚市国際観光協会関係） 

項 目 観光花火大会に係る経費負担等について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

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おり、花火大会に係
る平成２３年度以降の収支決算状況は次表のとおりとなっています。 

 
平成２５年度及び平成２６年度の記念イベントが終了したにもかかわらず、平成

２７年度において補助金が増加している理由について、「平成２６年度の事故を受
けて観覧場所の一部変更や煙火対策を講じたためである。」旨の説明を受けました
が、協賛金が年々減少している状況を鑑みるに、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。 
また、平成２８年度の花火大会については、新会場における警備的要因及び財政

的要因により延期されていますが、新会場における開催検討のため、平成２７年度
に協会負担（繰越金 264万円の活用）により「調査分析シミュレーション業務委託」
を行い、平成２８年度には市負担（別途補助金 420万円支出）により「新会場自主
警備計画書作成業務委託」を行う予定となっています。 
これらの会場移転に係る経費負担について、平成２７年度の協会負担の理由につ

いては「そもそも花火大会の開催は旅館組合から始まり、現在は協会が担っている
が、市は観光行政の支援として補助を行っている立場にあるためである。」旨の説
明を、平成２８年度の市負担の理由については「新会場で花火大会を開催するに際
し、観光花火大会としての位置付けができるかどうかを市側が考える必要があるた
めである。」旨の説明を受けました。しかしながら、上記の理由では、平成２７年
度の経費も市が負担すべきであったのではないかという疑問が残ります。共催事業
における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。現在、実施計画に向けて新会場での概算費用の
積算を行っているとのことですが、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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年 7 月２９日 措置通知 

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。 

（単位：円）

H23 H24 H25 H26 H27（見込）

36,097,031 36,279,610 46,296,802 44,731,308 40,767,510

市補助金 18,000,000 18,000,000 33,000,000 30,947,000 30,000,000

協賛金 17,630,450 18,170,599 13,276,250 13,776,142 10,767,510

募金収入 147,581 109,011 20,552 8,166 0

36,097,031 36,279,610 43,346,264 44,726,977 39,795,376

0 0 2,950,538 4,331 972,134収支

　支出　 　計

　収入　　 計



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２７ ７８ 

時 期  平成２８年４月８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  商工勤労課（おいしいまち宝塚実行委員会関係） 

項 目 補助事業の在り方について 

 
 
監査結果（意
見等）の内容 

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、 
自主財源はなく、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。収支決算の大部分を占めるチラシ印刷代等広報・
宣伝費において、チラシに企業等宣伝情報を掲載することによる広告料収入や参加
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、「実行委員会では、平成２５年度から新たな取組 

として、参加店舗で食の講座を行う『宝塚グルメアカデミー』を実施している。よ
り多くの店舗の参加を促す必要もあったことから、参加負担金等を徴収せず、立ち
上げ時の補助を厚く行った。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。」旨の改善報告を受け
ていました。 
しかしながら、今回の監査でこの報告に係る取組を確認したところ、「参加者負 

担や将来的な自主運営について実行委員会で方向性の理解を得られたものの、具体
的な負担についての結論には至っていない。」とのことであり、基本的には従来ど
おり全額補助金で事業費を賄う形になっています。 
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。 
おいしいまち宝塚事業は、平成１７年度から実施しており、市内店舗の魅力を広 

く内外にアピールして消費意欲の喚起と商業者等の参加気運の醸成を進め、本市の
地域経済・文化の活性化を図るとともに、「おいしいまち」を宝塚の都市イメージ
として定着させ、良好なブランドイメージ形成を図ることを目的とするもので、市
内製菓店や飲食店の知名度の向上や商業の活性化に向けての刺激になったことな
ど一定の成果は認められますが、実行委員会のメンバーが事業参加店ばかりである
ことや市内全店舗への広がりが十分でないことなどの課題もあります。 
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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２８年７月２９日 措置通知 

 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。  

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 


