
監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ １６ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  企画経営部 市税収納課 

項 目  未収対策について （ア）市税について 

監査結果（意

見等）の内容 

市税の平成２７年度末の収入未済額は 22 億 3,909 万円と、前年度に比べ、1 億

521 万円（4.5％）の減少となっており、その金額は自主財源の収入未済額全体の

36.9％を占めています。 

市税収納課では、債権管理について、平成２７年９月に滞納整理の実情に応じた

実務的な独自のマニュアルとして、「市税徴収マニュアル」を作成しています。当

該マニュアルを活用することで、統一的で法的な根拠を意識した債権管理を行い、

人事異動で担当職員が変わっても徴収に関する知識やノウハウが継承されていく

ことが期待されますので、今後も適宜実務に応じた「市税徴収マニュアル」の見直

しを図りながら、迅速で適正な債権管理を行うよう努めてください。 

収納率については、前年度の 92.4％に対して、今年度は 93.7％と 1.3 ポイント向

上しており、また、市税収納率向上アクションプラン（第３次）の目標値に対する

達成状況については、現年度分は目標収納率 98.3％に対して実績が 98.7％、滞納

繰越分については、目標収納率 17.9％に対して実績が 18.5％と達成しており、未

収対策に関する取組の成果であると考えます。 

今後も、「市税徴収マニュアル」に基づき、滞納履歴の短い案件の早期解決など、

収納率の向上に向けてなお一層取り組んでください。 

また、市全体としての自主財源確保のためにも、様々な未収対策に取り組む中で

培われている知識や経験を、市税収納課と同様に未収対策に取り組んでいる他課に

も提供していくこと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１２月２６日 措置通知 

 

今後も、「市税徴収マニュアル」に基づき、平成 28年 6月に策定した「市税収納

率向上アクションプラン（第４次）」の設定目標収納率の達成に向け、同プランに

掲げる収納率の向上と市税収入の確保の取組について、積極的に取り組んでまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ １７ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課 企画経営部 市税収納課 

項 目 未収対策について （イ）国民健康保険税について 

監査結果（意

見等）の内容 

国民健康保険税の平成２７年度末の収入未済額は 26 億 2,689 万円で、前年度に

比べ、5,009万円（1.9％）の減少となっており、その金額は、自主財源の収入未済

額全体の 43.3％を占めています。 

なお、国民健康保険税の平成２７年度調定額は 77 億 4,569 万円で、前年度に比

べ、2億 1,468万円（2.9％）の増加となっています。 

また、収納率については、前年度の 62.8％に対して、今年度は 64.7％と 1.9ポイ

ント向上しており、未収対策に関する取組の成果が一定程度表れています。 

債権管理については、「（ア）市税について」で述べているとおり、「市税徴収マ

ニュアル」の着実な運用による、更なる収納率向上に期待します。 

収納率が向上し、収入未済額は減少していますが、依然として多額であることは、

変わりはありません。今後も積極的に収納対策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１２月２６日 措置通知 

 

市税同様、今後も、「市税徴収マニュアル」に基づき、平成 28 年 6月に策定した

「市税収納率向上アクションプラン（第４次）」の設定目標収納率の達成に向け、

同プランに掲げる収納率の向上と市税収入の確保の取組について、積極的に取り組

んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ １８ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  市民交流部 医療助成課 

項 目  未収対策について （ウ）後期高齢者医療保険料について 

監査結果（意

見等）の内容 

後期高齢者医療保険料の平成２７年度末の収入未済額は3,369万円で、前年度に

比べ82万円（2.4％）減少し、収納率は98.8％と前年度の98.6％と比べて0.2ポイン

ト向上しています。 

今回の決算審査に当たって、後期高齢者医療保険料に係る未収対策の状況を確認

しましたが、担当課において「後期高齢者医療保険料滞納整理マニュアル」が策定

され、概ね同マニュアルに沿った適正な未収対策が実施されていました。 

しかしながら、延滞金の減免については、決定通知書に減免事由及び減免率等が

記載されておらず、相手方に送付した決定通知書の控えも保存されていませんでし

た。また、減免事由のうち、「市長が特に必要があると認める場合」による場合は、

その基準が不明確であるため、部長決裁が必要になると思われますが、課長決裁に

て減免がされていました。今後、減免をする場合は適正に処理をするようにしてく

ださい。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

 延滞金減免申請の様式や基準については、近隣市での取り扱い状況等を参考にし

ながら、今年度中に必要な修正を行うとともに、決定通知書の控えを保存してまい

ります。また、決裁の取り扱いも職務権限規程に基づき、適正に処理してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ １９ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  総務部 人権男女共同参画課 

項 目  未収対策について （エ）住宅資金貸付金償還金について 

監査結果（意

見等）の内容 

住宅資金貸付金償還金の平成２７年度末の収入未済額は6,351万円で、前年度に

比べ、66万円（1.0％）減少しています。 

「未収対策としては、平成１４年度から毎年、特別滞納整理期間を設け、滞納者

への戸別訪問、電話督促による納付指導、滞納整理に努めている。また、平成２２

年１０月から一定額、一定期間の滞納がある者のうち償還に誠意のない滞納者につ

いては、収納事務を弁護士法人に委託している。今後も、滞納解消に向けた特別滞

納整理期間の検討や弁護士法人への委託を活用することにより未収対策に取り組

む。」旨の説明を受けました。滞納額上位１０名に関する債権回収の取組について、

債権回収の取組内容を確認したところ、滞納整理記録には滞納者との面談が極めて

少ないもの、納付交渉に関する記載が長期にわたりないものが見受けられました。 

滞納者との面談や納付交渉は、滞納者の生活実態を把握し、債権回収を進めるた

めには重要です。「宝塚市住宅資金貸付金償還金債権管理マニュアル」に基づいた

適正な取組を行ってください。 

また、滞納整理記録の整備は債権管理をしていく上で最も基本的な事務であり、

担当者が交替となった場合などにおいても交渉経過等の記録は重要な情報ですの

で、督促、催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容など、遺漏

や省略がないよう記録を作成してください。 

弁護士法人に債権回収を委託した場合にも、弁護士法人に任せてしまうのではな

く、連携を密にしながら取り組むとともに、弁護士法人との協議内容も滞納整理記

録に記載してください。 

今後も、「宝塚市住宅資金貸付金償還金債権管理マニュアル」に基づいた迅速な

対応を行いながら、さらに積極的な未収対策に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

 

滞納整理記録については、経過等の重要な記録となるため、遺漏や省略がないよ

う、経緯がわかるように記録するよう取り組み、弁護士法人に債権回収を委託した

場合につきましても、連携をとりながら滞納解消に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ２０ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  都市整備部 住まい政策課 

項 目  未収対策について （オ）市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料について 

監査結果（意

見等）の内容 

市営住宅使用料の平成２７年度末の収入未済額は1億3,294万円で、前年度に比
べ、716万円（5.1％）減少しており、市営住宅駐車場使用料の平成２７年度末の収
入未済額は3,884万円で、前年度に比べ、25万円（0.7％）増加しています。 
また、不納欠損額は、市営住宅使用料が811万円で、市営住宅駐車場使用料が144

万円となっています。 
市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料それぞれについて、滞納額上位１０

名、不納欠損額上位１０名に関する債権回収の取組について、滞納整理記録を確認
したところ、滞納者との面談が極めて少ないもの、納付交渉に関する記載が少ない
ものが見受けられました。 
滞納整理記録の整備は債権管理をしていく上で最も基本的な事務であり、担当者

が交替となった場合などにおいても交渉経過等の記録は重要な情報ですので、督
促、催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容など、遺漏や省略
がないよう記録を作成してください。 
市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料に係る「滞納整理事務処理要綱」は、

督促状の送付について記載が追加されましたが、督促状の送付は法的に時効中断の
効力が発生する大切な手続ですので、さらに発送時期等の基準を記載するなど、担
当者が交替となった場合等においても、事務の手引として活用できる内容となるよ
う、さらに検討してください。 
市営住宅は生活弱者のセーフティネットであり、それぞれの入居者の生活実態に

合わせた対応が必要であることも認識していますが、他方で納期限内に納付されて
いる入居者との公平性、入居を希望されている方々への配慮をしながら、滞納者へ
の面談、連帯保証人への働きかけなど、より積極的な対応について検討してくださ
い。 
市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料においては、滞納者が増加していくこ

とが市営住宅入居者全体の納付意識の低下につながってしまうことも懸念されま
すので、指定管理者や委託している弁護士法人との連携の強化、市営住宅駐車場の
適正使用の徹底化など、より積極的に対応していく必要があると考えます。 
さらなる未収対策に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 
 滞納整理記録の整備については、指定管理者と交渉内容等をできる限り詳細に記
載するよう引き続き、改善に努めます。 
 「滞納整理事務処理要綱」については、ご指摘の点を踏まえた改正を、今後行っ
てまいります。 
 滞納者への面談、連帯保証人への働きかけについては、現在も行っていますが、
公平性等の観点から、強化すべく指定管理者と引き続き、協議します。 
 
 
 
 
 
 
（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 

２８ ２１ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  健康福祉部 介護保険課 

項 目  未収対策について （カ）介護保険料について 

監査結果（意

見等）の内容 

介護保険料の平成２７年度末の収入未済額は9,706万円で、前年度に比べ1,187万

円（13.9％）増加しましたが、収納率については97.3％と前年度の97.0％と比べて

0.3ポイント向上しています。 

今回の決算審査に当たって、介護保険料の滞納額上位者の滞納整理状況につき滞

納整理記録等を確認しましたが、既に時効が成立しているにもかかわらず分納誓約

を徴取している事例や、分納誓約がされたにもかかわらず、２年以上の期間にわた

って納付がされていない事例が見受けられました。介護保険料の時効期間は、介護

保険法第２００条第１項により２年とされていますが、一旦分納誓約により時効が

中断したとしても、その後納付も他の中断事由もないままさらに２年を経過すれば

時効が成立することになります。時効が成立しているにもかかわらず、不納欠損処

理を行わないことは、適正な債権管理がされているものとはいえません。 

今後は、分納誓約がされた事例でも、納付計画どおりに納付がされているかを確認

するなど、「宝塚市介護保険料滞納整理マニュアル」に沿った適正な債権管理に努

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１２月２６日 措置通知 

 分割納付誓約を行った者の債権管理につきましては、２８年８月中に全件調査

し、過去２年間の納付がなかった分割納付誓約中の保険料は時効が成立しているた

め、９月に不納欠損処理を行いました。 

 今後は、分割納付誓約がされた事例でも毎月納付状況を確認し、介護保険料滞納

整理マニュアルに沿った適正な債権管理を行い、時効が成立した場合は速やかに不

納欠損処理を行います。 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ２２ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  健康福祉部 せいかつ支援課 

項 目  未収対策について （キ）阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金償還金に

ついて 

監査結果（意

見等）の内容 

阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金償還金について、平成２７年度末の

収入未済額及び滞納貸付件数は、それぞれ4億937万円、３０９件となっています。 

滞納額上位１０名に関する債権回収の取組について、滞納整理記録を確認したと

ころ、納付指導員の配置がなかったとのことから、平成２５年度から平成２７年度

にかけて約２箇年余り滞納整理記録が欠落していることが判明し、その間の取組が

不十分であったと言わざるを得ません。 

県への償還については平成２９年度中に償還期限を迎えますが、期限後も多額の

未償還額が見込まれており、その償還免除については引き続き国に要望していく必

要がありますが、その要望が認められるためには、市の債権回収に向けた取組姿勢

が問われることを想定しておかなければなりません。新たに拡大された国の免除要

件緩和を最大限活用するとともに、引き続き「災害援護資金貸付償還金事務マニュ

アル」に基づく迅速な取組を行うことによって未収金を減らすとともに、適正な債

権管理に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金については、平成 27年 4 月 22日付

の内閣府通知により貸付金の償還免除の要件が緩和され、少額償還者についても、

一定の要件を満たす場合は、各自治体の判断により免除できることとなりました。

この免除承認・不承認についての基準については、兵庫県下で共通の判定式を用い

ることとしていますが、実際の取扱いにおいて、自治体間で差が生じないよう、県・

市連絡会において、定期的に協議していきます。さらに償還期限の延長及び償還免

除のさらなる拡大についても、引き続き国・県へ要望してまいります。 

また、未収金対策については、経過記録の記入方法等を再点検し、適切な事務処

理に努めるとともに、体制の強化を図るなど、適切な債権管理に努めていきます。 

 

 

 

（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 

２８ ２３ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  健康福祉部 生活援護課 

項 目 未収対策について （ク）生活保護費返戻金について 

監査結果（意

見等）の内容 

生活保護費返戻金は生活保護費を支出した後に、対象者が生活保護法第６３条又

は第７８条に該当することが判明した際に発生する返戻金で、平成２７年度末の収

入未済額は1億8,658万円となっており、前年度に比べ、2,848万円（18.0％）増加

しています。 

滞納額上位１０名、不納欠損額上位１０名に関する債権回収の取組について、滞

納整理記録を確認したところ、滞納者との面談が少ないもの、納付交渉に関する記

載が少ないもの、時効管理ができているとは言えないものが見受けられました。 

滞納整理記録の整備は債権管理をしていく上で最も基本的な事務であり、担当者

が交替となった場合などにおいても交渉経過等の記録は重要な情報ですので、督

促、催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容など、遺漏や省略

がないよう記録を作成してください。 

また、徴収計画が策定されていない旨の説明を受けましたが、早急に宝塚市債権

管理条例及び同施行規則に基づき、徴収計画を策定してください。 

「生活保護費返戻金債権管理マニュアル」に基づいた迅速な取組を行うことによ

って未収金を減らすとともに、適正な債権管理に努めてください。 

また、不正受給を未然に防止するための対策についても、積極的に取り組んでく

ださい。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

 債権管理担当者の人員、知識不足など体制の整備を整えることが、引き続き急務

となっておりますが、ケースワーカーとの密なる連携を図り、返戻金の発生防止を

図るよう取り組みます。 

発生してしまった返戻金について、保護費を受給中で一括返済が困難な者に対し

ては、本人の申出に基づいて履行期限延長申請書の提出を求め、保護費より一定額

を代理納付してもらうように、それ以外の者については、文書催告等により納付相

談や納付の継続を指導していきます。返戻金の発生防止を図るとともに納付継続の

確認及び文書催告等を実施し、時効中断措置により安易に不納欠損とならないよう

適正な執行に努めます。 

整理のできていなかった滞納整理記録について、滞納者との面談が少ないもの、

納付交渉、督促、催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容につ

いて、整理を行います。 

徴収計画については、策定しました。策定された徴収計画及び、生活保護費返戻

金債権管理マニュアルに基づき、未収金を減らしていくよう取り組みます。 

（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 

２８ ２４ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  健康福祉部 せいかつ支援課 

項 目  未収対策について （ケ）援護資金貸付金について 

監査結果（意

見等）の内容 

援護資金貸付金は宝塚市民で低所得者のため、わずかな出費などによって生活を
脅かされるおそれのある生活困窮者もしくは不慮の災害や傷害あるいは疾病にか
かっていて、６箇月以内に治癒すると認められる者であって、自立更生の可能性を
有し、かつ、その自立更生に資金を得ることが困難な人に貸し付けられる資金であ
り、そのために「宝塚市援護資金貸付基金」が設置されています。 

平成２７年度末の未償還金額は 333 万円となっており、前年度に比べ、34 万円
（9.4％）減少しています。 

滞納額上位１０名に関する債権回収の取組について、滞納整理記録を確認したと
ころ、滞納者との面談がないものや極めて少ないもの、納付交渉に関する記載が少
ないものが見受けられました。 

滞納者との面談や納付交渉は、滞納者の生活実態を把握し、債権回収を進めるた
めには重要です。「宝塚市援護資金貸付基金貸付事務及び債権管理マニュアル」に
基づいた適正な取組を行ってください。 

また、滞納整理記録の整備は債権管理をしていく上で最も基本的な事務であり、
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、
督促、催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容など、遺漏や省
略がないよう記録を作成してください。 

援護資金貸付金の利用は、平成２７年度はなかった旨の説明を受けましたが、未
償還金が安易に債権放棄とならないよう、「宝塚市援護資金貸付基金貸付事務及び
債権管理マニュアル」に基づき、迅速かつ適正な取組を行うことによって未償還金
を減らすとともに、適正な債権管理に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

 債権管理マニュアルの活用の徹底と事務処理手続きの再点検を実施し、特に、不

履行者に対する、電話催告を適時実施し、債務承認等による時効中断処理を進めま

す。今後、適正な債権回収のための債権管理台帳の整備と実効性がある体制の構築

を進めます。 

 

 

 

 

 

（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 

２８ ２５ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  子ども未来部 保育事業課 

項 目  未収対策について （コ）市立保育所保育料、私立保育所保育料（保育実施児童

保護者負担金）及び保育所給食費に係る諸実費徴収金について 

監査結果（意

見等）の内容 

市立保育所保育料、私立保育所保育料（保育実施児童保護者負担金）の平成２７
年度末の収入未済額は 7,249 万円で、前年度に比べ、26 万円（0.4％）減少してお
り、保育所給食費に係る諸実費徴収金の平成２７年度末の収入未済額は 23万円で、
前年度に比べ、6万円（22.1％）減少しています。 
滞納額上位１０名、不納欠損額上位１０名に関する債権回収の取組について、滞

納整理記録を確認したところ、滞納者との面談が少ないもの、納付交渉に関する記
載が少ないもの、時効管理ができているとは言えないものが見受けられました。 
滞納者との面談や納付交渉は、滞納者の生活実態を把握し、債権回収を進めるた

めには重要です。「債権管理実務マニュアル（保育所用）」に基づいた適正な取組を
行ってください。 
滞納整理記録の整備は債権管理をしていく上で最も基本的な事務であり、担当者

が交替となった場合などにおいても交渉経過等の記録は重要な情報ですので、督
促、催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容など、遺漏や省略
がないよう記録を作成してください。 
未収対策の取組として、「児童手当からの申出徴収の推進と、滞納者の収納促進

及び生活実態の把握のため、夜間自宅訪問徴収に取り組み、一定の効果が表れてい
る。」旨の説明を受けました。 
今後も、時効の起算日の把握など、時効管理を適正に行うとともに、実務に応じ

た「債権管理実務マニュアル（保育所用）」の見直しを図ることにより債権の適正
な管理を行い、さらには債権回収に向けた様々な取組も検討しながら、徴収率向上
に向けた対策に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

 滞納者の収納管理につきましては、督促、催促、納付書の発送、電話連絡や現地

訪問の有無、交渉内容など、遺漏や省略がないよう記録を作成し、「債権管理実務

マニュアル（保育所用）」に基づいた適正な管理を行ってまいります。また、児童

手当からの申出徴収と夜間自宅訪問徴収につきましては、一定の効果が表れており

ますので、今後も継続して取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

２８ ２６ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  環境部 管理課 

項 目  未収対策について （サ）し尿処理手数料について 

監査結果（意

見等）の内容 

し尿処理手数料の平成２７年度末の収入未済額は107万円で、前年度に比べ、45

万円（72.6％）増加しています。 

滞納額上位１０名、不納欠損８名に関する債権回収の取組について、滞納整理記

録を確認したところ、平成２６年度以前において滞納者との面談が少ないもの、納

付交渉に関する記載が少ないもの、時効管理ができているとは言えないものが見受

けられました。 

滞納者との面談や納付交渉は、滞納者の生活実態を把握し、債権回収を進めるた

めには重要です。「し尿処理手数料収納業務マニュアル」に基づいた適正な取組を

行ってください。 

滞納整理記録の整備は債権管理をしていく上で最も基本的な事務であり、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、督促、

催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容など、遺漏や省略がな

いよう記録を作成してください。 

また、汲み取り停止予告通知の送付について、「し尿処理手数料収納業務マニュ

アル」に具体的な基準や手続の記載がない旨の説明を受けました。実務においては、

担当者がそれらの内容を決めて取り組んでいるとのことですので、早急に「し尿処

理手数料収納業務マニュアル」の見直しを行ってください。 

今後も、時効の起算日の把握など、時効管理を適正に行うとともに、滞納が生じ

たときには速やかに電話や訪問による督促を行うなど、迅速かつ適正な取組を行う

ことによって未収金を減らすとともに、適正な債権管理に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

 し尿処理手数料の滞納対策については、平成２７年度以降は滞納者の生活実態を

把握するため、し尿処理手数料収納業務マニュアル」に基づき、滞納者との面談や、

納付交渉を行い、適正に処理を行っております。 

また、滞納整理記録は遺漏や省略がないよう記録を作成し、整備していきます。 

汲み取り停止の取り扱いは要綱に定めておりますが、し尿処理手数料収納業務マ

ニュアルには汲み取り停止の項目が記載していなかったため、追加し、訂正してお

ります。 

 

上記の実施について、適宜指導、確認をして参ります。 

 

 

 

 

（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 

２８ ２７ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  教育委員会管理部 学事課 

項 目  未収対策について （シ）修学資金貸付金償還金について 

監査結果（意

見等）の内容 

修学資金貸付金償還金の平成２７年度末の収入未済額は1,782万円で、前年度に

比べ、481万円（37.0％）増加しています。 

滞納額上位１０名に関する債権回収の取組について、滞納整理記録を確認したと

ころ、電話による催告や催告文書の発送以外、滞納者との面談がほとんど記録され

ていません。また、納付交渉に関する記載も数年にわたり欠落しているものが見受

けられました。 

滞納者との面談や納付交渉は、滞納者の生活実態を把握し、債権回収を進めるた

めには重要ですので、適正な取組を行ってください。 

滞納整理記録の整備は債権管理をしていく上で最も基本的な事務であり、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、督促、

催告、納付書の発送、電話連絡や現地訪問の有無、交渉内容など、遺漏や省略がな

いよう記録を作成してください。 

また、宝塚市債権管理条例及び同施行規則に基づいた債権管理マニュアルは作成

していない旨の説明を受けました。債権管理のためには必要ですので、早急に作成

し、迅速かつ適正な取組を行うことによって未償還金を減らすとともに、適正な債

権管理に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月 ２６日 措置通知 

 今後、滞納者への納付交渉を密に行い、その交渉記録等については、遺漏なく滞

納整理記録簿に記録します。 

 なお、未収対策の充実を図るため、今年度から悪質な滞納者への債権回収業務を

法律事務所に委託しており、受託先法律事務所と連携を図りながら、債権回収に努

めます。 

 また、債権管理マニュアルについては、今年度中に作成し、適正な債権管理業務

を進めるための指針とします。 

 

 

 

 

（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 

２８ ２８ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  企画経営部 財政課 

 会計課 

項 目  平成２７年度の基金運用状況及び繰替運用状況について 

監査結果（意

見等）の内容 

基金は主に外貨預金、定期預金などの預け入れ、土地開発公社への貸付け、その
他歳計現金の不足を補うための繰替運用資金として運用されています。 

まず、基金の預金等への預け入れについてですが、運用期間も短く、金額も基金
残高に比して小さい場合が多く、効率的な運用が行われているとは言えない状況で
す。収支見込を正確に把握し、スケールメリットを出せるよう運用可能な基金をで
きるだけ一括で、長期に運用するよう心掛けてください。 

また基金から歳計現金への繰替運用について、平成２７年度は延べ204億円の繰
替運用がなされ、月末時点での繰替運用額残高は最大で74億円（平成２７年１２月
末時点）となりました。しかしながら月毎に収支残高と繰替運用額残高を見ていく
と、平成２７年１２月末時点での収支残高は37億8,143万円、繰替運用額残高74億
円、平成２８年３月末時点では収支残高は59億6,191万円、繰替運用額残高53億円
と、一定の収支残高がありながら高額の繰替運用を行ったままの状況となっていま
す。出納整理期間中である平成２８年４月末時点においては、平成２７年度資金の
収支残高は33億9,254万円、繰替運用額残高35億円、一方、平成２８年度資金では
収支残高はマイナス6億1,727万円、繰替運用額残高29億円と繰替運用を行いながら
収支マイナスの状況となっており、収支見込の甘さや計画性の無さがうかがわれま
す。結果的に平成２８年度資金のマイナスを平成２７年度資金の繰替運用で補った
形になっており、僅かとはいえ平成２７年度予算で平成２８年度の繰替運用利子を
負担した格好になっています。 

今後は収支見込の精査を徹底するなど周到な資金計画のもと、効果的、効率的な
基金運用を行ってください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

繰替運用については、歳計現金に資金不足が生じる恐れがある場合に、基金から

一時的に資金を確保することにより、金融機関から一時借入するよりも金利負担は

少なくなることから、一定の経費削減の効果はあるものと考えています。しかし一

方で、基金に対しては一定の利子を付する負担が必要となるので、その期間と金額

は必要最小限でなければならないものと考えており、会計管理者と協議しながら、

より適切な繰替運用に努めていきます。 

 

 

 

（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 

２８ ２９ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  総務部 総務課 

項 目  事務処理ミスの防止について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２７年度中に続発した事務処理ミスを受け、庁内では「宝塚市事務処理ミス

防止対応方針研究会」を立ち上げ、平成２７年１０月以降、９回にわたり事務処理

ミスの原因の分析や対応策の検討等について議論がされた結果、平成２８年６月に

「宝塚市事務処理ミス防止対応方針（以下「対応方針」という。）」が策定されまし

た。 

この間、相次いで発生した事務処理ミス等につき、事態の重大性を重く受け止め、

また、市民の信頼回復に向けて取り組む決意を示すため、市長及び副市長が自らの

給料の減額を実施しました。 

平成２７年度中に発生した事務処理ミスは、全体で１８件であり、これらの中に

は市民生活に多大なる影響を与えるものもあるとともに、市政への信頼を大きく損

なうこととなりました。また、市長及び副市長の給料減額後も事務処理ミスが７件

も発生しています。市長及び副市長の給料減額は、市職員全員を代表した強い決意

表明であり、職員の一人一人が、重く受け止める必要があったのではないかと考え

ます。 

今後は、対応方針に係る研修等を通じ、ミスを他人事とせず、基本に立ち返り、

再確認や相互チェック等、組織全体で事務処理ミス防止に取り組むとともに、ミス

が発生した場合の連絡対応体制、再発防止策の確立等、職員一人一人が自分自身の

問題だという自覚を持って事務処理ミスの防止に取り組み、市政への信頼回復を図

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１２月２６日 措置通知 

事務処理ミスの取組につきましては、平成 28年 6月 3日に「事務処理ミス防止対

応方針」及び「事務処理ミス発生報告対応マニュアル」を策定し、庁内に通知して、

ミスの防止に努めております。 

今年度は、現時点で 11件の事務処理ミスが発生しておりますが、その原因として

は、主に、決裁の形骸化や日常業務の慣れ、職員への過度の信頼などですが、今年

度は、管理職のリスク管理不十分やコミュニケーション不足も見られます。 

こういったことから、庁内各課においては、課内会議等でのミス防止意識の確認

や、根拠確認の習慣化・チェックの励行、コミュニケーション・雰囲気づくりなど

に努めており、総務部におきましては、基本的事務のマニュアルの集約を行い、新

規採用職員への配布や、研修の実施等に取り組んでおります。また、さまざまな事

務に有効なチェックリスト作成は難しいため、事務処理ミス発生防止のための見直

しポイントをまとめたものを作成し、庁内に周知を図ったところです。 
庁内各課では、多くの事務処理を行っておりますので、事務処理ミス自体は簡単

になくなるものではありませんが、事務処理ミスの発生は、市政への市民の信頼を

大きく損なうこととなりますので、職員一人一人がそういったことを認識し、事務

処理ミスを起こさないという意識を持って、確実な事務処理を行うよう取り組んで

まいります。 

 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ３０ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  都市整備部 市街地整備課 

項 目  ピピアめふ及びさらら仁川の公益施設の在り方について 

監査結果（意

見等）の内容 

公益施設を含むピピアめふ及びさらら仁川の各施設に関しては、平成２３年８月
以降、市関係部署の室長級以上職員で構成する宝塚市公益施設等検討会においてそ
の活性化の方策や管理の在り方について検討された結果、平成２６年１月に「ピピ
アめふ１公益施設、映画館及び保育ルーム、さらら仁川北館公益施設並びに売布神
社駅前サービスステーション、仁川駅前サービスステーションの利活用に係る検討
について（提言）（以下「提言」という。）」がまとめられました。 

提言が示したスケジュール案等によると、公益施設の管理運営に関しては、普通
財産から行政財産に変更し、指定管理者制度を導入することとし、平成２７年４月
より指定管理を開始することとされていましたが、いまだ具体的な取組がなされて
いません。 

今回、提言後の具体的な取組内容及び現在の状況並びに今後の方針とスケジュー
ルについて確認したところ、平成２６年度に具体的な実現策を検討する庁内検討会
を開き、行政財産化に向けて所管課をどこにするか等の協議を行ったが、調整が難
航し提言の速やかな実現が困難となった。そのため、市街地整備課所管のまま普通
財産として公募による民間企業への委託の可能性を探るための調査を行い、打開策
を検討した。平成２７年度に入ってからは、ふるさと財団による公民連携アドバイ
ザーの支援を受けながら、収益性が高いさらら仁川及び採算性の悪いピピアめふの
両施設を一括で公募する方向で検討していた。しかしながら、現行の覚書や契約書
の解除方法についての法的問題を整理する中で、普通財産として民間企業に貸し出
すことについて疑義が示された。また、複数の民間企業に対し、受託の意向を打診
したところ、企業側としても行政財産化した上で、指定管理者として管理運営業務
を行うのが望ましいとの意向を受けた。そのため、再度行政財産化について検討し
ているところであり、今後の具体的な対応については、施設としての目的を明確に
しつつ、関係部署と協議を進め、平成３０年度を目標に新しいスキームで管理運営
が図られるよう取り組んでいきたい旨の説明を受けました。 

もはやこれ以上遅れることは許されないと考えますので、今後は施設の目的及び
在り方を明確にし、できるだけ早期に新たな枠組みでの管理運営を開始できるよう
関係部署が一体となって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１２月２６日 措置通知 
 公益施設の新しいスキームを検討する上で、民間事業者の公益施設の管理運営へ
の参画を広く募るために、現行の施設の用途、構成、利用ニーズなどを踏まえて「サ
ウンディング型市場調査」を実施し、公益施設の望ましい運営形態を検討するとと
もに、公募条件の整理や法的手続きなどに向けた準備を行ってまいります。 
 
 
 
（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 

２８ ３１ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  健康福祉部 障害福祉課 

項 目  地域活動支援センター等補助金について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２７年度中の宝塚市地域活動支援センター補助金及び宝塚市小規模通所援

護事業補助金（以下「地域活動支援センター等補助金」という。）の交付実績を確

認したところ、地域活動支援センター等補助金の交付決定額は３３件で 1億 8,685

万円でしたが、その後実績報告書による補助金確定額は 1 億 7,616 万円となり、

２１件、1,069 万円について既交付額が確定額を上回ったため返還命令がなされ

ています。地域活動支援センター等補助金について返還命令があったうちの５件

については、返還額が交付決定額の 10％を超え、最も多いものでは交付決定額の

約 31％を超える額となっていました。今後、地域活動支援センター等補助金に係

る交付申請及び変更申請の際には、より一層内容を精査するよう各団体に指導す

るとともに、提出された申請書類等の審査をさらに適正に行うよう努めてくださ

い。 

また地域活動支援センター補助金について返還命令があったうちの１件、202

万円については、返還期限が経過しても返還がされていない状況であり、当該法

人の宝塚市内の事業所は、既に３月末に閉鎖されている旨の説明を受けました。

このような相手方法人の状況を考慮すると、早急に法人本社を訪問するとともに、

法律相談を活用するなど、未返還金の回収に全力を挙げてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

 補助金の確定による返還金が多額となっている件については、交付申請及び変

更申請の際に、実績報告時に多額の返還金が発生しないよう、内容を精査するこ

とを各団体に文書により指導するとともに、前年度の実績額と比べて過大な申請

となっている団体に対しては、内容を精査した上で申請するよう個別に指導しま

す。 

未返還金の回収については、平成 28 年 9 月末に当該法人の登記簿を確認した

ところ、法人解散との記載がありました。早急に債権回収に向けて準備していた

ところ、平成 28 年 10月 6日付けで当該法人の代理人である弁護士から、債権申

出催告書の送付があり、平成 28 年 10 月 13 日付けで 202 万円の申し出を行って

いるところです。 

その後その弁護士から、未払金について整理しているところであり、返還につ

いて相談したい旨の連絡がありましたので、今後、通常清算手続により、返還金

の弁済を受ける予定です。 

（添付資料） 

１ 

２ 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ３２ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  産業文化部 商工勤労課 

項 目  宝塚市小規模修繕工事業者登録制度について 

監査結果（意

見等）の内容 

当該制度については、「建設業の許可を受けていないこと等により、入札参加資格

者名簿（建設工事）登録の要件を満たさない市内小規模事業者に対して、市が発注

する少額な修繕工事の受注機会の拡大のために設けており、入札参加資格者名簿（建

設工事）登録業者より優先して小規模修繕工事登録業者を利用する趣旨ではない、

また、公平性の観点から、入札参加資格者名簿（建設工事）登録との重複登録を可

能としている。」旨の説明を受けました。 

しかし、当該制度に基づく、市が発注した小規模修繕工事契約結果の実績（金額

ベース）を見ると、入札参加資格者名簿（建設工事）登録と重複登録している小規

模修繕工事登録業者の受注割合が、平成２４年度で約90％、平成２５年度で約83％、

平成２６年度で約82％、平成２７年度で約75％を占めており、入札参加資格者名簿

（建設工事）登録をしていない小規模修繕工事登録業者の受注割合は、極めて少な

い状況で推移しています。 

果たしてこれで、市が発注する少額な修繕工事について、入札参加資格者名簿（建

設工事）登録の要件を満たさない市内小規模事業者へ受注機会の拡大を図るという

当該制度の目的が達成できるのか疑問が残ります。 

平成２２年度に策定されて５年を経過したこともあり、運用の見直し等、制度の

在り方について再考する必要があるのではないかと考えます。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

市が発注した小規模修繕工事のうち、入札参加資格者名簿（建設工事）登録を行

っている小規模修繕工事登録業者の受注が大部分を占めておりますが、これらの登

録業者は２０人以下の小規模事業者が大半であり、入札参加資格者名簿（建設工事）

登録をしていない小規模修繕工事登録業者と同様に、どちらも市内小規模事業者と

して支援をしていく必要があると考えています。 

小規模修繕工事登録業者の受注割合が少ない状況につきましては、小規模修繕工

事登録業者のうち入札参加資格者名簿（建設工事）登録をしていない小規模修繕工

事登録業者が登録名簿全体の少数であることが要因と考えており、更なる登録業者

の増加・受注金額の拡大に向け、市内小規模事業者への制度周知に努めてまいりま

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 

２８ ３３ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  教育委員会管理部 教育企画課 

項 目 小学校施設警備事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２７年度より、小学校における管理職の負担軽減のため、市内小学校２３校

に警備員を１名配置し、校内の巡回警備、施錠確認及び夜間の学校施設利用の対応

等を行う業務を業者に委託しています。 

これらの業務委託は３つに分けて契約されていましたが、このことについて、「当

初は２３校一括で契約依頼を行ったが入札不調となった。入札不調の理由として、

１つの警備会社において２３人の人員を新たに確保することが難しいと考えられた

ため、小学校を地域ごとに３つのグループに分けて再度入札を行った。」旨の説明を

受けました。 

しかしながら、再入札時における積算については、警備員の単価（建築保全業務

労務単価に基づく）が、当初積算した警備員Ｂ：10,200円から、より高度な技術が

必要な警備員Ａ：13,100円に変更され、また、諸経費率も直接経費の5％から10％に

変更されていました。その結果、当初の積算額に対し、再入札時の積算額は480万円

も増加していました。 

これは、既に実施されている中学校施設警備事業の警備員の積算単価は、警備員

Ｂ：10,200円とされており、小学校施設警備事業での委託内容も中学校施設警備事

業と同様であることから判断するに、再入札時における積算においては、少なくと

も、より高度な技術が必要な警備員Ａで積算する必要はなく、このことにより、結

果として積算が過大になっていたと考えます。 

今後は、適正な積算に基づく契約事務に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６ 日 措置通知 

小学校施設警備事業の再入札時における積算は、既に実施している中学校施設警

備業務と同様の業務であるため同じ警備員Ｂの単価で積算するべきでしたが、入札

不調の結果、当初積算金額と実勢価格に大きく開きがあったため、単価、諸経費率

を変更し積算が過大になりました。監査結果を受け、今後は適正な積算に基づく契

約事務に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（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 

２８ ３４ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  教育委員会管理部 職員課 

項 目 教育委員会における臨時的任用職員の時間外勤務状況について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２７年度の教育委員会の定期監査において、教育研究課の臨時的任用職員の
時間外勤務が過大であることについて、「安易に臨時的任用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。」と意見したところですが、今回の決算審査に
おいて教育委員会全体における臨時的任用職員の時間外勤務状況を確認したとこ
ろ、次表のような結果となりました。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上表から、教育研究課の他にも時間外勤務が年１００時間を超える臨時的任用職
員がいる部署があり、また、教育委員会全体における時間外勤務の総時間も非常に
多くなっていることがわかります。 

教育委員会においては、平成２８年４月に、「臨時的任用職員の時間外勤務につい
て」を各所属長宛に通知し、時間外勤務の事前報告の徹底による臨時的任用職員の
時間外勤務の圧縮に努めていますが、平成２８年７月１２日に３部長（行財政改革
担当部長、総務部長及び環境部長）から通知された「行財政運営に関する重点取組
の推進について」においては、ノー残業デーの職場巡視、時間外勤務の集計結果の
通知、所属長ヒアリングの実施及び１７時以降の会議等の禁止等、臨時的任用職員
に限らず全ての職員について、時間外勤務縮減に向けた具体的な取組が求められて
います。 

これらの具体的な取組の実施状況について、「教育委員会においては時間外勤務が
恒常化している現状から徹底できていない。」旨の説明を受けましたが、恒常的に発
生している時間外勤務については、事務改善や職員配置の見直し等の対策が必要で
あると考えます。 

教育委員会における臨時的任用職員の時間外勤務の縮減に向けて、今後は、通知
文における時間外勤務縮減に向けた具体的な取組を徹底し、また、職員課において
も時間外勤務を適正に管理・指導す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１２月２６日 措置通知 

 臨時的任用職員の時間外勤務については、指摘のとおり特定の部署で非常に多く

の時間外勤務が発生している状況です。これを受け、前年度に引き続き今年度当初

に各所属長宛に「臨時的任用職員の時間外勤務について」を通知するとともに、当

該部署に対し、安易な時間外勤務を命令しないよう指導を行っているところです。 

 今後とも、所属長を通じて各課の業務体制の見直し及び事務改善を促すことによ

り臨時的任用職員の時間外勤務を縮減できるよう努力していきます。 

 

 

 

（添付資料） 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ３５ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  市民交流部 国民健康保険課 

項 目 国民健康保険事業費について 

監査結果（意

見等）の内容 

当年度の収支の状況は、歳入が274億9,876万円、歳出が285億8,452万円であり、

実質収支額は10億8,575万円の赤字となり、前年度繰上充用金14億4,894万円を差引

きすると、当年度の単年度実質収支額としては3億6,318万円の黒字となっています。

これは、平成２７年度の単年度収支補填分として、4億円を一般会計から繰り入れた

ことによるものです。平成２６年度の単年度実質収支額2億960万円の黒字と比較す

ると、改善はみられるものの、平成２７年度決算における累積赤字の額は10億8,575

万円であり、依然として厳しい財政状況にあります。 

累積赤字については、平成２８年度からの１０年間で一般会計からの繰入れにより

解消していく、また、単年度赤字については、２分の１ルールに則り、保険税賦課の

適正化と一般会計からの繰入れにより解消していく旨の説明を受けましたが、中長期

の収支予測において毎年保険税額を改定する計算となっており、現実的ではありませ

ん。これ以上単年度赤字を増やさないためにも、医療費適正化の推進や特定健診の受

診率の向上等になお一層取り組んでください。 

今後も厳しい経営が予測されますが、平成３０年度に予定されている広域化を見据

えた上で、安定経営に向け、宝塚市国民健康保険事業経営健全化プランに掲げている

内容が着実に実行されるよう引き続き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１２月２６日 措置通知 

 累積赤字の解消については、平成２８年度から累積赤字解消分として、毎年１億 

４５００万円を計上し、計画的に解消していく考えです。また単年度収支については 

宝塚市国民健康保険事業経営健全化プランに掲げる医療費適正化の推進や保健事業

の推進の取組みにより、医療給付費の抑制や被保険者の健康増進に努め、歳出の抑制

を図る一方、収納率の向上等により歳入の確保を行い、収支の健全化を図ってまいり

ます。しかしながら、歳出が歳入を上回ると予想される場合は、税率改定を行うこと

により、国民健康保険事業の健全化に取り組んでまいります。 

 また、平成３０年度の広域化に向けては、国の動向に注視しながら、円滑に移行で

きるように適切に対応してまいります。 

 

 

 

（添付資料） 
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２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ３６ 

時 期  平成２８年９月２６日 報告 

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

担当課  環境部 生活環境課 

項 目 宝塚すみれ墓苑事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚すみれ墓苑の平成２７年度貸出数は貸出計画数１７７件に対して、申込者数 
８８件に止まっています。墓石や墓地への考え方が変化し、従来型の個別墓地の需
要が減少しているためとのことですが、結果、資金計画と執行額の差は、資金計画
上の平成２７年度歳入予定額1億2,854万円に対し、前年度からの繰越金を除いた平
成２７年度歳入執行額は7,303万円と資金計画を大きく下回っています。 

一方歳出においては、平成２８年度から市債の償還が本格化するため、平成２８
年度公債費予算額は9,857万円と、平成２７年度公債費執行額から4,131万円増加し
ています。申込者数が計画を大きく下回っている現状が続けば、数年で資金不足に
陥ることは明らかです。 

また、長尾山霊園の空き区画約２００区画については、平成２９年度中の再貸出
しに向けて検討中とのことですが、宝塚すみれ墓苑よりも利便性の高い長尾山霊園
の再貸出しは、宝塚すみれ墓苑の申込者数に大きな影響を与えることが予想されま
す。 

平成２７年度に市営霊園の有効利用に関する調査委託を行っており、平成２８年
３月に調査報告書が提出されています。報告書の内容は一般論に終始した感があり、
墓苑事業の方針決定にどこまで有効な内容となっているかについては疑問が残りま
すが、今後はこの調査報告書を元に、合葬型などの新形態墓地の建設についても検
討していく旨の説明を受けており、宝塚すみれ墓苑事業は平成２４年度に策定した
事業計画の内容から大きく姿を変えることになります。そこで少なくとも新たな投
資となる新形態墓地の建設着工までには新たな投資に見合った事業計画、資金計画
を作成し実態を明らかにするとともに、長尾山霊園及び西山霊園も含めた市営霊園
の安定運営に向けた取組を早急に示してください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２８年１２月２６日 措置通知 

合葬式墓所の建設着工までに、市営霊園全体の一括管理、会計の一本化の検討を行

うとともに、現状に則した貸出計画に見直し、合葬式墓所の建設や長尾山霊園の再貸

出を含めた新たな事業計画、資金計画を策定していきます。 
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