
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）

28 決算審査 1
上下水道局
（水道）

経営状況について

　 当年度決算では、1億7,564万円の純利益が生じていま
す。
　今回、水道料金の改定について「適切なタイミングで料金
改定を行う必要があると考えている。」旨の説明を受けまし
たが、料金改定を行うためには、市民の十分な理解と協力
が必要ですので、的確な水需要予測とともに、財政計画に
裏打ちされた投資計画を明確にすることが前提となりま
す。
　今後とも、長期的な安定経営に向けなお一層の経営の
効率化に取り組んでください。

　平成28年度からの10年間の中長期的な計画となる「宝塚
市水道ビジョン2025(案)」について、5月16日から6月15日
までの間で、パブリック・コメントを実施しました。また、経営
健全化の取組内容や効果額、料金改定の検討などを具体
的に記載した「宝塚市水道事業経営戦略(案)」について、
10月11日から11月10日までパブリック・コメントを実施して
います。
　今後とも、「宝塚市水道ビジョン2025」及び「宝塚市水道
事業経営戦略」に基づき、長期的な安定経営に向けて、一
層の経営の効率化に取り組んでまいります。

28 決算審査 2
上下水道局
（水道）

水需要の予測につい
て

　今後５箇年の水需要の予測について、平成３０年度まで
は給水人口増加に伴い１日平均給水量も増加するものと
されていますが、平成２４年度以降平成２７年度までは、１
日平均給水量等の数値は年々減少傾向となっていること
から、今後給水人口の増加はあったとしても、水需要は減
少していくのではないかと考えられます。実態を正確に反
映していない水需要予測に基づく経営戦略では、長期にわ
たる安定的な水道事業経営は望めませんので、より正確
な水需要予測に基づく経営戦略を策定されるよう望みま
す。
　また、将来１０年間の経営の基本となる計画である水道
ビジョン及び経営戦略について、慎重に策定されるととも
に、一刻も早く策定できるよう努めてください。

　今回の予測は、平成27年3月の水道事業認可の内容に
基づいて行いました。認可計画では、安定した給水確保の
観点から、余裕のある予測を行う傾向があります。今回の
指摘も踏まえ、現在策定中の経営戦略では、近年の実態
をより正確に反映した的確な水需要予測を行います。
 　 また、経営戦略については、10月11日から11月10日ま
でパブリック・コメントを実施しており、年内を目途に、「宝
塚市水道ビジョン2025」及び「宝塚市水道事業経営戦略」
の策定を完了し、公表する予定にしています。

28 決算審査 3
上下水道局
（水道）

債権管理事務につい
て
（１）未収金対策につ
いて

　滞納者との交渉内容を記録することや、電話・臨戸訪問
徴収を積極的に行うといった内容は、宝塚市上下水道局
料金業務等包括委託仕様書に詳細に示されていますが、
今回確認したところ、対応状況の記録が簡潔過ぎて十分
に内容を把握できないものや、臨戸訪問による面談や電
話による催告の記録がなく、納付書送付という文言のみが
多くみられる記録があり、これでは仕様書に定められた業
務が十分に履行されているとは言えません。今後は、受託
業者に任せきりにすることなく、仕様書に定められた業務
が適切に履行されているか十分に確認を行ってください。

　今後は、「水道料金及び下水道使用料債権管理マニュア
ル」に則った滞納整理業務を行います。また、滞納整理簿
は、取組内容や時効中断の時期が明確にわかるように記
載します。
　なお、料金等業務は、受託業者に任せきりにするのでは
なく、受託業者との毎月の定例会議の中で、仕様書に定め
られた業務の確認や「水道料金及び下水道使用料債権管
理マニュアル」の周知、徹底を図ってまいります。

・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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28 決算審査 4
上下水道局
（水道）

債権管理事務につい
て
（２）債権放棄につい
て

　平成２７年度おける債権放棄を行ったうち債権放棄額が
10万円以上のものの内訳は債務者が１４人、債権放棄件
数１５０件、債権放棄金額が375万円でした。そのうちの大
半である１３人、１３３件、354万円が臨時用水道料金に係
る債権放棄であり、その事例のほとんどが臨時用として開
栓後、前納金額を大きく上回る臨時用水道料金となったに
もかかわらず滞納し、結果として倒産に至ったというもので
した。
　また、臨時用水道料金に係る債権放棄の事例では、滞
納整理簿が作成されていませんでした。
　今後は、臨時用水道料金についても滞納整理簿を作成
し、滞納者との交渉記録を詳細に残すことをはじめ、一般
用水道料金と同様の滞納整理業務を行い、滞納額の解消
に努めてください。また、現行の臨時用水道料金の前納制
度そのものにも問題があると考えますので制度の在り方に
ついても検討をしてください。

　今後は、臨時用水道料金に係る滞納整理簿を作成したう
えで、債権管理の徹底を図ってまいります。
　また、臨時用水道料金に係る債権管理について、受託業
者に任せきりにするのではなく、受託業者との毎月の定例
会議の中で、取組方針の周知、徹底を図ってまいります。

28 決算審査 5
上下水道局
（水道）

債権管理事務につい
て
（３）消滅時効管理に
ついて

　上下水道局の滞納整理簿は、１枚に水道料金及び下水
道使用料とを共通して記録する形式の帳票となっていまし
たが、２年以上水道料金の納付も時効中断の手続も取ら
れていないにもかかわらず、不納欠損処理及び債権放棄
の手続きがされていない事例が見受けられました。
　また、分納誓約書のうち、書類上「備考」欄に２年以上前
に遡った納期及び金額を別途記載し、それをもって分納の
誓約があったものとみなして時効中断として取り扱ってい
た事例がありましたが、これでは、適切な時効中断がされ
たとはいえず、具体的な納期及び金額を確認し、時効の起
算日を確定させた上で滞納者から分納誓約書の提出を受
け付けることが必要です。
　今後は、水道料金と下水道使用料の滞納とを明確に区
分した上で、各々の債権について適切な時効管理を行うよ
う努めてください。

　水道料金との下水道使用料を併徴していることから、今
後、各々の時効管理を徹底するため、滞納整理簿の様式
を変更したいと考えています。
　併せて、現在の分納誓約書の記載方法では時効中断の
時期が不明瞭のため、分納誓約書の様式も変更したいと
考えています。
　以上につき、今後、受託業者との毎月の定例会議の中で
協議をしてまいります。

28 決算審査 6
上下水道局
（水道）

管路整備について

　平成２７年度末までの経年化管路整備率は53.81％で、
耐震化整備率は11.08％と、いずれも進捗状況ははかばか
しいものではなく、今後はより積極的な取組が望まれま
す。

　管路整備については、平成２５年度から全ての工事で耐
震管を使用しており、経年化整備工事は耐震化整備工事
となっています。
　これまで、管路の整備工事につきましては、毎年約５ｋｍ
を目標に進めてきたところですが、現在策定中の経営戦略
では、阪神水道受水事業が完了する平成３０年度からは、
毎年の整備延長を現在の２倍にあたる約１０ｋｍとし、より
積極的に取組むこととしています。
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28 決算審査 7
上下水道局
（下水道）

経営状況について

　当年度決算は、差引き1億5,793万円の当年度純利益と
なりました。
　中長期の経営見通しとして、「下水道使用料については
36％程度の引上げが必要であるが、使用者の負担も考慮
して、平成２８年度に平均18.5％の引上げを行った。なお、
平成３１年度以降に更なる料金改定を検討する必要があ
る。」旨の説明を受けました。しかし、今後の経営計画を見
ると、平成２７年度から３２年度にかけて毎年、当年度純利
益が発生し、平成３２年度における次年度繰越利益剰余
金は26億7,464万円と試算されており、更なる料金改定に
ついて、利用者の理解が得られるか疑問が残りますので、
平成３１年度以降に更なる料金改定を検討するのであれ
ば、未処分利益剰余金の一部を施設更新のための積立金
に積み立てる等、中長期の経営見通しにおける考え方を
整理し、利用者に対して十分に説明し、理解を得るよう努
めてください。

　下水道事業の経営安定化のため、下水道使用料は、資
産維持費を加えた総括原価により算定した場合、36％程
度の引上げが必要ですが、使用者の負担も考慮して、平
成２８年度に平均18.5％の引上げを行ったところであり、平
成３１年度以降に更なる料金改定を検討する必要があると
考えています。
　しかしながら、「宝塚市下水道事業経営戦略(案)」では、
今後、当年度純利益が発生し、未処分利益剰余金が、平
成32年度で26億7,400万円余になると見込んでおり、これら
の状況の中で、平成31年度以降更なる料金改定を検討す
る必要はあるものの、利用者の理解は得られないと考えて
いますので、料金改定を検討する時期までに、将来の施設
更新のために、未処分利益剰余金の一部を処分し、建設
改良積立金として積み立てるなどの方策を検討してまいり
ます。

28 決算審査 8
上下水道局
（下水道）

債権管理について

　下水道使用料の未収金及び不納欠損について、滞納整
理簿の平成２７年度の記録が全くないものや、電話や臨戸
訪問の記録が極端に少ないもの、郵便物の返戻後の調査
がなされていない等、取組が不十分であったと言わざるを
得ません。仕様書等において定められた手続が適切に履
行されているか確認を怠らず、受託業者の指導・監督に努
めてください。
　下水道受益者負担金及び水洗便所改造資金貸付金に
ついては、台帳に不備があり、取組状況が定かではありま
せんので、早急に滞納整理簿を整理してください。下水道
受益者負担金については、消滅時効の起算日の整理がな
されていないものや、納付書を送付するのみで電話や臨
戸訪問の記録が極端に少ないもの等が見受けられ、徴収
計画も整備されていませんでした。また、水洗便所改造資
金貸付金については、数年間に渡って交渉の記録そのも
のが存在しないもの等が見受けられ、いずれも取組が不
十分であったと言わざるを得ません。今後はこのようなこと
がないよう適切な徴収に努めてください。

　今後は、「水道料金及び下水道使用料債権管理マニュア
ル」に則った滞納整理業務を行います。また、滞納整理簿
は、取組内容や時効中断の時期が明確にわかるように記
載します。 料金等業務は、受託業者に任せきりにするので
はなく、受託業者との毎月の定例会議の中で、仕様書に定
められた業務の確認や「水道料金及び下水道使用料債権
管理マニュアル」の周知、徹底を図ってまいります。
　下水道事業受益者負担金の滞納整理簿については、今
後、取組内容や時効中断の時期が明確にわかるよう記載
します。今年度、既に徴収計画を策定しており、計画的な
滞納整理を行ってまいります。
　水洗便所改造資金貸付金の滞納整理簿につきましても、
取組内容や時効中断の時期が明確にわかるよう記載しま
す。
　なお、下水道事業受益者負担金並びに水洗便所改造資
金貸付金の滞納整理、債権管理業務については、平成２９
年度から料金徴収等包括委託の業務の一部に含めること
にしていますが、受託業者に任せきりにするのではなく、受
託業者との毎月の定例会議の中で、台帳整理や業務状況
の確認、債権管理マニュアルの周知、徹底を図り、適正な
債権管理を行ってまいります。

28 決算審査 9
上下水道局
（下水道）

公共下水道事業認可
区域内の雨水排水施
設整備計画の進捗状
況について

　平成２７年度末時点の公共下水道雨水施設整備率（整
備延長比率）は79.2％となっています。
　市民の災害に関する不安を解消するためにも、雨水排水
施設整備計画については、応急的な措置だけでなく、でき
るだけ早く抜本的な対策を実施してください。

　雨水排水施設整備工事は、計画に基づき平成２９年度に
約３６０ｍの整備工事を予定しています。今後とも国の社
会資本交付金制度を活用しながら　積極的に事業の整備
を行ってまいります。
　局地的集中豪雨により道路浸水被害等が起きた地区の
抜本的な対策の実施につきましては、現在、委託業者によ
り現地の測量作業を実施しており、今年度末には調査、測
量結果に基づき内水浸水シミュレーションによる浸水予
測・内水氾濫解析などを行い、一定の抜本的対策の方針
を検討し、平成２９年度に実施設計、平成３０年度に対策
工事を予定しております。
　また、それまでの間においても、浸水を防ぐために出来る
限りの対策を講じてまいります。
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28 決算審査 10 市立病院 経営状況について

　当年度決算は差引き1億2,607万円の当年度純損失が生
じており、前年度よりも損益が8億4,127万円も悪化してい
ますが、地方公営企業会計基準の見直しにより前年度の
みに生じた特別利益（退職給付引当金戻入）及び特別損
失（各種引当金繰入額）の影響額を除いた比較では、2億
4,720万円の損益改善となっています。
　早期の単年度損益の黒字化に向けて、引き続き損益改
善に取り組んでください。

　病院事業を安定的に継続するためには、黒字経営が欠
かせないと考えています。現会計基準で過去の決算を組
み換えると、平成22年度から25年度は黒字であったことか
ら、単年度損益の再度の黒字化に向けて、入院患者の確
保や診療情報提供書の適切な発行等を中心として継続し
て取り組みます

28 決算審査 11 市立病院
中期計画の進捗状況
報告等について

　アクションプランの目標値の中には、進捗状況報告で取
り上げられていないものや、前年度中にすでに目標が達
成されてしまっているもの、保守点検委託契約の仕様書の
見直しによる経費削減を目標としているにもかかわらず見
直し回数をもって評価しているもの、さらには１つの取組方
策に対しアクションプランと進捗状況報告で異なる評価指
標を用いているもの等、中期計画の進捗状況を点検・評価
するには十分とは言えないものとなっていました。
　また、収支計画においては、平成２７年度の当年度純利
益を5億600万円と見込んでいましたが、決算額は逆に約1
億2,600万円の純損失となり、約6億3,200万円もの乖離が
生じる結果となりました。
　平成２８年度中に、現状に合わせて（仮称）宝塚市立病
院新改革プランを策定する予定である旨の説明を受けまし
たが、進捗状況の点検・評価が適切に行えるような計画と
なるよう努めてください。

　進捗状況報告は、標題が「中期事業計画の進捗報告」と
なっていますが、本院の医療機能の推移を表わしたもの
で、全ての項目が中期事業計画に記載された内容にリンク
したものではありませんでした。一方、アクションプランは、
その推進に重要な項目を現場の意見を基にピックアップし
たものとなっていました。
　（仮称）宝塚市立病院新改革プランでは、アクションプラン
の進捗状況に挙げている評価指標を盛り込んで進捗状況
報告を作成します。

28 決算審査 12 市立病院
長期修繕計画の進捗
結果について

　平成２７年度は長期修繕計画の最終年度に当たり、進捗
結果を確認したところ、長期修繕計画の全体達成率は
34.8％、最も緊急度の高い、緊急度１の修繕においても
61.8％にとどまっており、特に、建築全体の達成率は2.3％
にすぎず、建築部分については修繕がほとんど行われて
いない状況となっています。
　今後、財源的な理由で修繕が滞ることのないよう財政当
局とも十分な協議を行い、収支計画に裏打ちされた病院保
全計画の下、適切な修繕を行っていくよう努めてください。

　長期修繕計画の進捗結果で、達成率の低い建築外部関
係の内容は、外壁等改修工事及び屋上防水工事の二つ
が全てです。外壁等改修工事は、平成28年10月から平成
29年3月までの工期で工事を実施しています。屋上防水
は、場所によって劣化状況が異なり、これまで部分的に修
繕を行い維持しており、全面改修工事は、平成32年度に計
画をしています。
　保全に伴う費用については、現在策定している新たな改
革プランの収支計画に織り込みます。

28 決算審査 13 市立病院
経営効率の検証につ
いて

 地方公営企業年鑑における同規模病院（400床以上500
床未満）と比較したところ、医師及び看護部門で平均を上
回る傾向が見られましたが、「職員配置については病院の
方針や診療上の特徴、関連大学との関係による医師配置
など、一律に比較することは困難である。」旨の説明を受け
ました。しかし検証のためには比較可能な指標が必要であ
り、病院事業においても指標の検討を行う必要があると考
えます。
　また原価計算書については、「原価計算は行っていない
が、診療科別損益計算書の作成を試行しているが、収益
の各診療科への完璧な配分方法がないため、診療科ごと
の正確な損益を表しておらず、診療科や部署の人員の多
寡を比較し判断するツールとしての期待は難しいと考えて
いる。」旨の説明を受けました。診療科ごとの正確な損益
に近づくよう、今後も収益の配分方法及び費用での共通部
門の配賦方法等について検討を重ね、この資料が経営改
善に資するものとなるよう努めてください。

　職員配置については、各病院の事情により一律に比較
することは困難ですが、特に近隣市の病院のデータと比較
していきたいと考えます。
　また、原価計算書について、診療科別損益計算書の収
益の配分を精緻化するためのデータとしては診療録が考
えられますが、各科が診療に要した時間等の記載がなく、
また記載を義務付けることも現実的ではありません。した
がって、今後は精度を高めるのではなく、配賦に伴う誤差
要因を含んだ項目を除外した費用のみを用いる方法や、
同じ計算の仕方で作成したものを経年比較して分析してい
く方向で検討を継続します。



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）

28 決算審査 14 市立病院 減損会計について

　平成２６年度決算から導入された減損会計の流れは、①
固定資産のグループ化、②減損の兆候把握、③減損損失
の認識の判定、④減損損失の測定となっていますが、市
立病院における②減損の兆候の有無について、「業務活
動から生じるキャッシュ・フローが継続して（２期連続）マイ
ナスになっていないため、減損の兆候なしと判断してい
る。」旨の説明を受けました。
　減損会計が導入されて間もないこともあり、減損の兆候
把握の方法については近隣市においても見解が分かれて
いる状況とも考えられるので、今後も、減損の兆候なしと判
断できるかどうかについて、引き続き検討が必要です。

　減損会計について、兵庫県へ質問し回答をいただいてい
ます。
　キャッシュ・フローで判定することに問題はないとのことで
すので、今後も、キャッシュ・フローで、減損の兆候を判断
していきたいと考えていますが、引き続き状況に応じた減
損の兆候の把握に努めていきます。

28 決算審査 15 市立病院
患者自己負担金の債
権放棄について

　平成２７年度の医業未収金15億5,015万円のうち患者自
己負担金に係る未収金の額は5,284万円となっています。
　平成２７年度中に債権放棄を行った債権のうち、宝塚市
立病院条例施行規程及び宝塚市立病院診療費債権管理
マニュアルの規定にかかわらず、督促状の発送が２年以
上遅れている事例、弁護士事務所へ債権回収を依頼した
場合において、依頼後は状況確認等を行っていないと見
受けられる事例、分納誓約や債務の承認など時効中断の
措置が積極的にとられていない事例、分納誓約後、納付
が止まった後の対応が不十分な事例、さらには交渉経過
等の記録も漏れている事例も見受けられました。担当者が
交替となった場合等においても交渉経過等の記録は重要
な情報ですので、確実、詳細に記録し、遺漏がないように
してください。
　分納誓約による支払が中断した場合には速やかな対応
をする等、債権の状況を常に把握するとともに、弁護士事
務所との連携も密にしながら、債権管理マニュアルに基づ
く迅速な取組みを行うことによって未収金を減らすととも
に、安易な債権放棄とならないよう、適切な債権管理に努
めてください。

　平成２６年（２０１４年）４月以降は「債権管理マニュアル」
に則り、分納誓約による支払が中断した場合には、支払催
促書や電話により支払いを催促し、そのまま未払いに至ら
ないように、また、交渉経過等も確実に記録し、適切な債
権管理となるよう取り組んでいます。
　今後とも迅速な取り組みによって未収金を減らすととも
に、安易な債権放棄とならないよう、適切な債権管理に努
めてまいります。

※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。


