
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 定期監査 37 企画経営部 秘書課
寄附物品の活用につ
いて

　寄附のあった絵画２１点のうち、１１点が秘書課内に保管
されたままとなっていましたが、これら絵画の寄附目的の多
くが、「市役所を訪問される方に和んでいただきたいため。」
となっていることを鑑みるに、課内に保管されたままの状況
は、寄附者の意向に応えるものとなっていません。
　このことについて、「絵画などは飾る場所に限りがあるた
め、一部を課内で保管している。入替えを行うなど、今後も
寄附物品を活用できるよう取り組んでいく。」旨の説明を受
けました。
　展示場所の制限等があるのは理解できますが、寄附を受
け入れた以上は、寄附者の意向に誠意をもって応える必要
がありますので、今後も展示場所及び展示方法等について
検討してください。

　秘書課で寄附を受け入れた絵画は現在、市長室等に展
示をしていますが、課内で保管をしているものもあります。
これらの展示にあたっては、新たに展示をするスペースが
確保できていないことや絵画のサイズが大きいものは特に
展示スペースや壁の強度の課題もあります。
　今後、課内で展示をしている絵画との入れ替えだけでな
く、来館者の多い施設へ移管し、常設展示場所を確保する
など寄附者の意向にそった活用策を検討してまいります。

・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 定期監査 38 企画経営部

政策推進課
財政課
市民税課
共通

ふるさと納税寄附金
の活用方法について

　ふるさと納税寄附金の具体的な活用状況及び事業への
充当基準の有無等について、「基準については特に定めて
いないが、寄附をされた方が『自分が寄附したものである』
ことを目に見える形で感じていただけるような事業に優先的
に充当しており、例えば歌劇のモニュメント設置等に活用し
ている。」旨の説明を受けました。
　しかしながら、平成２５年度から平成２７年度までの個々
の事業１５件について見てみると、事業費に占める割合が
極端に小さいものや、市民の目に触れにくいものに充当さ
れている事例が見受けられました。
　寄附をいつまでも基金に積み立てておくことなく、寄附者
の意向に沿う形で活用することは大切ですが、ある程度ま
とまった金額や事業費の一定割合等で充当するなど、寄附
者や市民から見てふるさと納税寄附金の活用が実感できる
ような充当事業の選択や充当金額の決定方法など考え方
を整理しておく必要があるのではないかと考えます。

　平成２９年１月にふるさとまちづくり基金の運用基準を定
め、充当金額は原則50万円以上とすること、また、充当事
業は市民への直接的な事業効果が見込めるものとしまし
た。今後もより一層、寄附者や市民から見てふるさと納税
寄附金の活用を実感していただけるよう基金を運用してま
いります。

28 定期監査 39 企画経営部
施設マネジメント
課

公共施設マネジメント
の推進について

　平成２８年７月に策定された宝塚市公共施設等総合管理
計画の概要について、「平成４７年度中までに公共施設（建
物施設）の延床面積の6.2％削減と７つの方針（適切な維持
管理の推進、ライフサイクルコストの考慮、市有建築物の機
能移転・統合・複合化の検討、総量規制の範囲内での建物
施設整備、公共施設マネジメントの一元化、指定管理者や
ＰＦＩ等のＰＰＰ手法の活用、新たな収入源の確保）を定め、
今後取り組んでいく。」旨の説明を受けました。
　平成４７年度中までに目標を達成するためには、取組過
程において市民に対して十分な説明を行い、理解を得るこ
とはもちろん、計画の目標や必要性について全庁的な周知
を行い、市全体の計画として認識された上で、適切な進捗
管理を行っていくことが不可欠です。

　現在、本年度策定した「宝塚市公共施設等総合管理計画
（以下「計画」という。）」について、各まちづくり協議会の定
例会等にて、計画を説明する日程調整を行っています。ま
た、市職員に対しても、市全体の計画として認識されるよ
う、平成２９年３月に職員研修を計画しています。
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28 定期監査 40 企画経営部 行革推進課
補助金の見直しにつ
いて

　「宝塚市補助金交付基準に基づいて終期を設定し、全て
の補助金をゼロベースで見直す。」との平成２２年１１月１６
日付け行財政改革担当部長通知を踏まえ終期の設定状況
を確認したところ、「終期が設定されている件数は把握して
いないが、事業費の大きい補助金、特定財源のない補助
金については別途調査書により終期設定の有無を確認し
ている。また、要綱改正の合議が当課に回ってきた場合に
も確認を行っている。」旨の説明を受けました。
　しかし、これでは見直し又は要綱改正を長年行っていない
補助金を把握できず、終期到来後に全ての補助金をゼロ
ベースで見直すという部長通知の目的を達成することがで
きません。
　また、第２次宝塚市行財政運営アクションプラン（平成２８
年度～平成３２年度）においても、「毎年度、『補助金等の
支出効果に関する調査書』により補助金の効果を検証する
とともに、公平性、公正性、透明性の確保を図り、適正な補
助金の交付を行う。」こととされていますが、調査書作成後
の補助金効果の検証が必ずしも十分とは言えない状況と
なっています。全ての補助金を対象とした場合、時間的な
制約が問題となることは一定理解できますが、検証対象を
終期が到来した補助金に絞るなど、一定の基準の下、ター
ゲットを抽出する方法等を検討すべきではないかと考えま
す。
　平成１８年３月の宝塚市補助金制度検討委員会答申にお
いて、補助金制度改革の方向性が示されていますが、すで
に１０年以上経過しており、答申の中には、現在の状況に
そぐわない部分があるのではないかと推察されます。必要
に応じて補助金交付基準の見直しを行うなど、今後、適切
な補助金の交付と継続的な見直しが行えるような体制づく
りに努めてください。

　毎年５月に補助金等の支出効果に関する調査を行ってお
り、前年度の決算額、支出根拠、補助金制度の問題点や改
善点などについて確認しています。
　平成２９年度は調査を行う際に、すべての補助金につい
て終期設定の有無に関して把握することとし、原則として、
すべての補助金に終期を設定するとともに、補助金をゼロ
ベースで見直します。また、補助金の適切な交付や効果の
検証が可能な環境を構築することにより継続的な見直しが
行える体制をつくり、補助金交付基準に適合しない補助金
や、効果が小さい補助金について見直しを行うとともに、必
要に応じて交付基準についても見直しをするよう検討しま
す。
　また、毎年、補助対象事業に繰越金が生じているかどう
か調査していますが、繰越金が生じているときは、翌年度
の補助金から控除するなど、補助金支出の適正化に取り
組みます。

28 定期監査 41 企画経営部 市税収納課
コンビニエンス・ストア
における収納業務に
ついて

　コンビニエンス・ストアにおける収納業務は、市内外を問
わず２４時間支払いが可能であることから、納税者の利便
性が高く、取扱件数に応じたコスト（手数料）は必要となりま
すが、収納実績からみて、費用対効果も高く、税収確保に
大きく寄与する取組であると考えます。
　近隣各市の取扱手数料単価の動向を注視するとともに、
費用対効果をより高めるため、今後の契約更新の際には、
現在契約している事業者以外の事業者との競合について
も検討してください。

　コンビニエンス・ストアにおける収納業務は、平成１８年度
より実施しております。取扱手数料については、２年毎に事
業者から単価改定の申し入れがありますが、都度、交渉に
より現単価を７年間維持しています。
　現事業者以外の事業者との競合については、他の事業
者のシステムに更新し、当該収納業務を継続する場合、
諸々の角度からのイニシャルコストを考慮した経済比較が
必要と考えます。よって、ランニングコストの取扱手数料単
価の大幅な減、或いは現行システムより事務改善が見込ま
れる機能を有していなければ、現単価が全国市町村平均
単価と比して安価であることからも、現事業者と単価維持
の交渉を行いつつ、契約を継続する方が費用対効果の面
でも有利であると考えます。
　なお、他の事業者の情報についてはイニシャルコストの見
積も含めて収集に努めており、ご指摘の件に関しては、今
後の検討課題として認識しております。
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28 定期監査 42 企画経営部 市民税課
入湯税の課税客体の
把握について

　条例で特別徴収義務者に記載を義務付けしている毎日
の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を記載した帳簿と申
告書との突合は、「平成２４年度以降毎年実施しており、調
査対象の５施設はすべて適正と判断した。」旨の説明を受
けました。また、申告内容の客観性を確保するための取組
状況については、「現在実施している実地調査では書類上
のチェックのみ行っているが、今年度より入湯客数を実際
にカウントするなど実態のチェックも行う。」旨の説明も受け
ました。
　入湯税の課税額については、過去に施設経営者と市との
取り決めに基づいた計算方法によって入湯客数の把握が
行われており、平成２４年度に実施した定期監査において
確認した内容からあまり改善されているとは言えない状況
です。当該把握方法については一定理解できるものの、入
湯税は申告納入を前提とする税であり、必要に応じた実地
調査を行うことにより、鉱泉浴場を含めた各施設の形態や
利用者の動向を把握するとともに、当該把握方法が利用実
態と乖離がないかということについても検証し、申告内容の
客観性の確保に努めてください。

　今年度の実地調査から書類上のチェックだけでなく、入湯
客数を可能な範囲で実際にカウントする実態のチェックも行
います。また、ご指摘のように独自調査の結果、入湯税の
課税方法が利用実態と乖離していると思われるので、法律
相談で顧問弁護士にアドバイスいただき、課税方法の見直
しを行う方向で特別徴収義務者と協議します。出来れば来
年度から利用実態に則した課税方法で入湯税を徴収する
様に考えています。

28 定期監査 43 企画経営部 市民税課
軽自動車税の課税保
留について

　軽自動車税の納税義務者は、異動があった場合異動申
告又は報告の義務を負うこととなっていますが、課税物件
が存在していないにも関わらず、届出などの手続きをしな
い者が多いことなどから、賦課徴収を円滑にするために、
内規を定めて、昭和５６年度から盗難等課税物件の所在が
不明などの場合、警察署の発行する被害届出証明書等の
提出に基づき課税保留の手続きを行っています。
　しかしながら課税を保留した後は、例えば納税義務者か
らの廃車などの連絡がない限り、毎年度課税保留が継続さ
れることとなっています。課税保留状態のまま放置すること
なく、毎年度納税義務者に実態や状況を確認するなどの調
査を行うことにより、税の公平性の確保に努めてください。
　併せて、課税保留の取扱いに関する内規については制定
から３６年が経過していることから、内容を精査するととも
に、課税保留後の取扱いも含めた見直しを検討してくださ
い。

　税の公平性の観点から、課税保留している納税義務者を
対象に来年度からお尋ね書を送付して実態や状況の把握
に努めます。また、広報誌等で市民に周知いたします。
　内規についても、課税保留の取扱いについて内容の見直
しを検討いたします。



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

財政援助
団体等
監査

44 都市整備部

市街地整備課
（ソリオ宝塚都
市開発株式会
社関係）

経営収支及び財務状
況等について

　経営収支、財政状況はほぼ順調に推移していますが、ま
だまだ厳しく不透明な経済状況の中、平成２７年１２月に策
定された第２次中期経営計画（２０１５～２０１７）に基づき、
事業の充実、収益力の向上に努めてください。
　市からの受託業務については、業務の再委託が行われ
ています。市と協議を行った上で再委託を行っているとのこ
とでしたが、契約内容に沿ったものとなるようにしてくださ
い。
　債権管理に関しては、毎月実施している収納対策会議の
中で対応状況等の報告を行っているが、交渉経過等の記
録は作成していないとのことでした。適正な債権管理の観
点から、また滞納債権の財務上の処理の際にも必要と考え
ますので、交渉経過等の記録を作成するようにしてくださ
い。

　現下の厳しい経済状況を踏まえ、同社に対して適正な収
入の確保やコスト削減など、収益性の向上に努めるよう指
導し、中心市街地における商業活性化を図ります。
　本市からの受託業務については、次期業務の契約更新
時期に業務内容が契約内容に沿ったものとなるように見直
し、また、債権管理の交渉においては、適正な債権管理の
一環として交渉経過を記録し、毎月実施している収納対策
会議においてそれらを基に報告を行うよう同社を指導して
まいります。

28

財政援助
団体等
監査

45 健康福祉部

地域福祉課
（社会福祉法人
宝塚市社会福
祉協議会関係）

社会福祉協議会補助
金について

　平成２３年度以降の宝塚市社会福祉協議会補助金交付
要綱の第３条第３項において「正規職員及び臨時的任用職
員の時間外勤務手当は、一人あたり月１５時間を上限とし
て予算総額の範囲内で補助対象とし、社協互助会負担金、
嘱託職員の時間外手当及び退職手当負担金は補助金対
象としない」とされていますが、現地調査において平成２７
年度給与台帳等を確認したところ、平成２７年度分補助金
の実績報告に記載された決算額には、一人月１５時間を超
える時間外手当分も含まれており、控除されることなくその
まま補助対象となっていました。
　このことを市所管課に確認したところ、「補助金対象職員
の時間外勤務手当については、各月毎の業務量の変動
や、各職員への担当業務の割り振りなども関係してくるた
め、単純に各職員の月毎の時間外勤務時間を見るのでは
なく、月１５時間×１２ヶ月×対象職員２０名分によって求め
られる年間合計３，６００時間を上限とし、対象職員の年間
時間外勤務時間数トータルが３，６００時間以内であれば時
間外勤務手当全額を補助対象としている。」との説明を受
けました。
　これでは要綱の規定と実際の運用の間に大きな乖離が
あると言わざるを得ません。今後は補助対象職員など要綱
の内容を見直し、実態に則した内容となるよう要綱の改正
を行ってください。また、要綱の内容が社協側に十分に伝
わっていない一面も見受けられましたので、市と社協とで十
分に協議、情報共有を行い、本補助事業がより効果的なも
のとなるよう検討を進めてください。

　社会福祉協議会補助金がもともと団体運営補助の性質を
持ち、職員一人ずつの給与水準等を詳細に算定するような
補助金ではないにもかかわらず、要綱において、時間外勤
務手当についての詳細な規定を設けていたことにつき、補
助金交付の性質・運用と要綱が大きく乖離していたことは
事実です。
　この乖離を解消するため、補助対象職員及びその算定基
準などに関して実態に則した内容となる要綱の改正を行い
ます。
　また、今後は、毎年の補助事業、委託事業、指定管理事
業等の事務調査において毎回確認を行うよう努めてまいり
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

財政援助
団体等
監査

46 健康福祉部

高齢福祉課
（社会福祉法人
宝塚市社会福
祉協議会関係）

総合福祉センターの
指定管理について
（１）利用料金の返還
について

　市と社協とのの年次協定書においては、総合福祉セン
ターの利用料の返還について「利用者が自己の責任によら
ない事情で利用途中においてやむを得ず利用を中止したと
き、及び利用者が利用日の前日までに利用の取消し、又は
変更を申し出た場合は、既納の利用料の８割以内」と定め
れられていますが、社協は「７日前までの取消しは９割返
還、前日までの取消しは８割返還」という基準で返還を行っ
ていました。
　年次協定書に定めた基準を超える返還を行っていること
について、「従前から上記の基準が引き継がれており、現
状は、この基準により運用している。」旨の説明を受けまし
たが、年次協定書と相違した状態となっていることは明らか
です。市所管課と社協で協議を行い、相違が発生しないよ
う年次協定書もしくは運用の変更を速やかに行ってくださ
い。

　利用料の返還について、社協と協議を行った上で、年次
協定書の規定に合わすことで合意し、運用の変更を行いま
した。

28

財政援助
団体等
監査

47 健康福祉部

高齢福祉課
（社会福祉法人
宝塚市社会福
祉協議会関係）

総合福祉センターの
指定管理について
（２）稼働率について

　総合福祉センターの稼働率の目標値及び実績値を確認し
たところ、目標値は平成２３年度から２７年度まで毎年度
59％のまま推移している一方、実績値については平成２３
年度及び２６年度は58％、平成２４・２５・２７年度は59％と
目標を達成していました。
　市所管課に目標値が毎年変わっていない理由について
確認したところ、「平成２３年度に59％に見直しを行った。平
成２８年度も目標値を59％としているが、今後、３年連続で
目標値を達成すれば再度目標値の見直しを行う。」旨の説
明を受けました。
また、社協に対し、稼働率向上に向けた今後の取組につい
て確認したところ、「稼働率が低い部屋の利用について再
検討し、夜間利用についても近隣の団体に対し利用の呼び
かけを行っていく。」旨の説明を受けました。
　目標値を達成した数値は、もはや目標値とは呼べませ
ん。市民の福祉の向上に寄与するよう、新たな目標値を設
定し、稼働率の向上に向けた取組を行うよう指導してくださ
い。

　目標値については、他の施設の目標値なども参考にしな
がら、新たな目標値を設定する予定です。
　また、稼働率の低い部屋及び時間帯については、教養娯
楽室に和室でも設置できる椅子の購入を検討するほか、夜
間の利用料金を下げるなど、社協と稼働率向上に向けた取
組を協議中です。平成29年度から新しい利用料金で運用で
きることを目指しています。

28

財政援助
団体等
監査

48 健康福祉部

高齢福祉課
（社会福祉法人
宝塚市社会福
祉協議会関係）

老人福祉センターの
指定管理について
（１）謝金の支払基準
について

　老人福祉センターにおける各種教室の謝金の支払基準
について確認したところ、「支払基準は定めていないが、一
定の単価で支払っている。」旨の説明を受けました。
　フレミラ教室の支払単価は統一されていましたが、いきい
き学舎については、支払額が異なるケースも見受けられ、
また、一芸先生教室については、基本的にはボランティア
でお願いしつつも幅のある支払が行われていました。
　指定管理業務として支出する以上は、一定の説明責任が
求められます。公平性の観点からも、支払基準を設けた上
で謝金を決定すべきであると考えます

　謝金の支払い基準については、公平性を確保できるよう
に、本市人材育成課作成の「研修講師等謝礼基準」や同じ
く政策推進課作成の「宝塚市政策アドバイザーの設置等に
関する要綱」などを参考にしながら、「宝塚市立老人福祉セ
ンター事業における講師謝金及び旅費交通費の支払い基
準（案）」を作成するよう社協に求めているところです。平成
29年度から新しい支払い基準で支払いできることを目指し
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

財政援助
団体等
監査

49 健康福祉部

高齢福祉課
（社会福祉法人
宝塚市社会福
祉協議会関係）

老人福祉センターの
指定管理について
（２）市への報告体制
について

　社協が外部に委託している業務について、委託業者が提
出した報告内容に不備があり、それを理由に委託業者に対
する支払いを減額している事案がありましたが、市に報告
があったの半年以上も経過した後となっていました。
　今後は速やかに市に報告し、対応についても市と協議を
行うよう指導してください。

　今後、軽易な事項であっても速やかに市に報告するととも
に、補助金、委託費、指定管理費に変更が生じるような重
大な事項があった場合には速やかに文書での報告を行う
よう指導しました。
　なお、今回の総合管理委託業務に係る委託金額の減額
については、社協と協議の上、相当額を市に返還していた
だくことで合意しています。

28

財政援助
団体等
監査

50 産業文化部
商工勤労課
（宝塚フェスタ実
行委員会関係）

補助事業の在り方に
ついて

　平成２７年度決算において、経理上問題があると思われ
る事例が多数見受けられました。市が補助金を交付してい
る以上、実行委員会の経理においても、公金に準じた取扱
いが必要ではないかと考えます。実行委員会の会計事務
の取扱いについて一定の基準を制定する等、正確性を担
保できるよう検討してください。
　また、実行委員会における事務局機能及び補助金の交
付事務のいずれも商工勤労課が所管していますが、補助
金を受ける側と交付する側の事務処理を同一課が所管す
ることは、事務処理における相互牽制が働きにくくなり、好
ましくありません。宝塚市補助金交付基準においても、「補
助金受給団体の事務局機能を市が担っているものについ
ては、市民活動の主体性や自主性の涵養を阻害するおそ
れがあるため、過渡的な時期を除き適正化を図るものとす
る。」と定められています。まずは、事務局機能の適正化を
検討の上、やむを得ず市所管課が双方の事務を担わざる
を得ない場合は、市所管課だけで処理を完結するのではな
く、実績報告時において部内他課等の合議や審査を受ける
等、部内部でのチェック機能が働くような相互牽制の仕組
み作りについて検討してください。
　さらに、要綱については、宝塚市補助金交付基準の趣旨
に沿うように、終期の設定等による見直しの機会の確保
や、補助率の設定等による明確な交付基準の制定及び実
績に基づいた補助交付額の精査も必要ではないかと思わ
れます。今後、見直しの機会を設け、事業の効果及び継続
の必要性について検証するとともに、補助事業の在り方に
ついても検討してください。

　宝塚フェスタ事業の実施に際し、具体的な対策として会計
事務取扱いについての基準を制定することが必要と考えて
います。
　特に経理面において、協賛金収入の期日内納付の徹底、
収入の適正な収受及び支出の明確な根拠、印刷物におけ
る契約行為の見直しなど、これらを明文化した会計事務取
扱い基準を制定し、実行委員会内においても周知し、今後
この基準に沿った経理を行ってまいります。
　また、補助金の実績報告についても、チェック機能を確保
するため、商工勤労課だけの決裁だけでなく、部内他課の
審査及び合議により相互牽制機能の体制づくりに努めま
す。
宝塚フェスタ事業補助金交付要綱については、終期の設
定、事業の効果測定等を行ったうえで、補助金額の妥当性
など宝塚市補助金交付基準に沿った見直しを行います。
今後、事業継続の必要性については、事業目標の達成度、
市民ニーズの把握に努めながら検討してまいります。



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

財政援助
団体等
監査

51 都市安全部
道路政策課
（阪急田園バス
株式会社関係）

西谷地域の公共交通
サービスについて

　事業全般において、運送収入確保及び経費削減などにつ
いての努力をされているものの、補助対象外となっている
赤字系統路線に係る費用が、一般乗合旅客自動車運送事
業における全体の収支を圧迫しており、阪急バス株式会社
の管轄路線運行管理業務である「その他事業」からの収益
による補填に負うところが大きいと考えます。
　市所管課からは、「平成２７年７月に西谷公共交通対策会
議を立ち上げ、月１回、バスの利用者増につながる取組な
どについて検討するとともに、事業者とも協議を行い、課題
の共有を図った。また、この会議において本年８月に西谷
公共交通対策会議報告書を取りまとめた。その中で示され
た整備方針に基づき、本年度、さらに実効性のある運行形
態などを検討している。」旨の説明を受けました。整備方針
の実現のため、住民、事業者及び市の役割を明確にすると
ともに相互に連携を図ることにより、今後の西谷地域にお
いて、より効率的で利便性の高い公共交通サービスが実現
するよう努めてください。

　平成28年12月に西谷公共交通対策委員会のメンバーに
加え、各自治会の代表者等により構成される「西谷公共交
通会議」を組織し、地区における将来の交通のあり方につ
いて話し合いを行っている。
　短期的な課題としては、2014年のダイヤ改正により朝の
JR武田尾行きが減便し、高校生等の通学にバス利用がし
にくくなっているとの声が多く挙げられていることから、朝の
JR武田尾行を充実させるダイヤの実現を図る。また長期的
な課題としては、西谷地区内外からのバスの利用促進、利
用実態に合わせたバス路線の選択と集中による収支改善
について、継続的に議論を行っていく。

28

財政援助
団体等
監査

52 都市安全部
道路政策課
（阪急田園バス
株式会社関係）

補助金交付申請、交
付決定事務について

　補助金にかかる要綱は「宝塚市生活交通維持補助金交
付要綱」に改定されましたが、市所管課から「広域路線は
交付申請様式等の記載がなく、従来の様式や考え方を踏
襲しているため、また市域内完結路線は交付申請様式や
交付の考え方についての記載が欠けているため、今後要
綱の変更等を検討していく。」旨の説明を受けました。要綱
は、補助金交付申請を行う上で基本となるものであるので、
早急に見直しを行ってください。
　また、交付申請に添えて提出される書類は補助対象経費
算定の基礎となる書類であるため、その記載内容や記載数
値などについて点検や確認を行い、適正な交付決定事務と
なるよう取り組んでください。

　現在、国・県の最新のバス路線運行補助の考え方を整理
し、それらとの整合を図りながら、需要のある幹線路線に重
点的に補助を行うための要綱見直しの作業中である。当該
見直しを平成29年度早々に行い、それに合わせて補助申
請書類についても明確に記載することとする。
　記載内容や数値については、決裁権者ごとに確認した数
値に印を付ける等、チェック体制を強化した。

※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。


