
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 16 企画経営部 市税収納課
未収対策について

（ア）市税について

　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。同マニュアルを
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
後も適宜同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。
　収納率は、今年度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、滞納繰越分ともに達成してお
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、上記マニュアルに基づき、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。

　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。

28 決算審査 17 企画経営部 市税収納課

未収対策について

（イ）国民健康保険税
について

　国民健康保険税の平成２７年度末の収入未済額は前年
度に比べ1.9％の減少となっています。収納率は、今年度
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。

　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。

・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



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 18 市民交流部 医療助成課

未収対策について

（ウ）後期高齢者医療
保険料について

　後期高齢者医療保険料の平成２７年度末の収入未済額
は前年度に比べ2.4％減少し、収納率は前年度と比べて0.2
ポイント向上しています。
　未収対策の状況については、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、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、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、その基
準が不明確な減免事由は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。

　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。

28 決算審査 19 総務部
人権男女共同
参画課

未収対策について

（エ）住宅資金貸付金
償還金について

　未収対策として、「平成１４年度から毎年、特別滞納整理
期間を設け、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。
　債権回収の取組について確認したところ、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。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。

　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。
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28 決算審査 20 都市整備部 住まい政策課

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

　住宅使用料及び駐車場使用料それぞれについて債権回
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。
　住宅使用料及び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、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。住宅使用料及
び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。

　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。

28 決算審査 21 健康福祉部 介護保険課

未収対策について

（カ）介護保険料につ
いて

　介護保険料の滞納整理記録等について、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。

　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。
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28 決算審査 22 健康福祉部 せいかつ支援課

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

　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。

　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。

28 決算審査 23 健康福祉部 生活援護課

未収対策について

（ク）生活保護費返戻
金について

　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。
　徴収計画が策定されていませんでしたので、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。

　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。
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28 決算審査 24 健康福祉部 せいかつ支援課

未収対策について

（ケ）援護資金貸付金
について

　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。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。

　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。

28 決算審査 25
子ども未来
部

保育事業課

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

　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。
　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。

　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。



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 26 環境部 管理課

未収対策について

（サ）し尿処理手数料
について

　し尿処理手数料の平成２７年度末の収入未済額は前年
度に比べ72.6％増加しています。
　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。
　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、
早急に同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。

　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。

28 決算審査 27
教育委員会
管理部 学事課

未収対策について

（シ）修学資金貸付金
償還金について

　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。

　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。



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 28

企画経営部

会計課

財政課
平成２７年度の基金運
用状況及び繰替運用
状況について

　基金の預金等への預け入れについては、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
高を見ると、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、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。

　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。

28 決算審査 29 総務部 総務課
事務処理ミスの防止
について

　平成２７年度中に相次いで発生した事務処理ミス等は全
部で１８件を数えましたが、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。
　しかし、その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。

　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。



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 30 都市整備部 市街地整備課
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

　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、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）」がまとめられました
が、その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、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、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。

　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。

28 決算審査 31 健康福祉部 障害福祉課
地域活動支援セン
ター等補助金につい
て

　平成２７年度中の地域活動支援センター等補助金の交付
実績を確認したところ、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。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、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。

　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。
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28 決算審査 32 産業文化部 商工勤労課
宝塚市小規模修繕工
事業者登録制度につ
いて

　当該制度については、「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２
５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。

　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。

28 決算審査 33
教育委員会
管理部

教育企画課
小学校施設警備事業
について

　平成２７年度より市内小学校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が、これら業
務委託は「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
の単価が、当初積算した警備員Ｂからより高度な技術が必
要な警備員Ａ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。

　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。



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 34
教育委員会
管理部

職員課

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

　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、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
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。

　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。

28 決算審査 35 市民交流部
国民健康保険
課

国民健康保険事業費
について

　当年度の収支の状況は実質収支額は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。

　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。
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28 決算審査 36 環境部 生活環境課
宝塚すみれ墓苑事業
について

　宝塚すみれ墓苑の平成２７年度貸出数は貸出計画数１７
７件に対して、申込者数　８８件に止まっています。その結
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
が、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。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。

　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。

※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。


