
 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ３７ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  秘書課 

項 目  寄附物品の活用について 

監査結果（意

見等）の内容 

秘書課が管理している寄附物品について、備品登録状況及び保管・活用状況を確
認したところ、備品登録については正しく行われていましたが、寄附のあった絵画
２１点のうち、１１点が課内に保管されたままとなっていました。 

これらの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、「当課で管理を行っている絵画などについては、飾る場所に
限りがあるため、一部の物品を課内で保管している。寄附物品を有効に活用するた
め、現在飾っている絵画と入れ替えるなど、今後もいただいた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。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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

 秘書課で寄附を受け入れた絵画は現在、市長室、副市長室、応接室、特別会議室、

秘書課執務室や市庁舎１階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。 

 

 

 

（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 ３８ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 政策推進課・財政課・市民税課共通 

項 目 ふるさと納税寄附金の活用方法について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市におけるふるさと納税寄附金の活用方法について確認したところ、「平成 

２０年度からふるさと納税制度をスタートさせ、いただいた寄附金は、ふるさとま
ちづくり基金に積み立て、歌劇のまち宝塚の魅力向上に関する事業、宝塚市立手塚
治虫記念館を活かしたまちづくりに関する事業、子どもたちの健やかな成長に関す
る事業、環境にやさしいまちづくりに関する事業、安全で安心して暮らせるまちづ
くりに関する事業、にぎわいと活力に満ちたまちづくりに関する事業、その他市長
が必要があると認める事業に活用している。」旨の説明を受けました。 

さらに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確認したとこ
ろ、「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年度までに充当された個々の事業１５

件について見てみると、塵芥収集車等車両３台の購入に 50 万円、学校給食におけ
る調理機器の更新に 20万円といった、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。いただいた
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を充当することや、事業費の一定割
合で充当するなど、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ３９ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  施設マネジメント課 

項 目  公共施設マネジメントの推進について 

監査結果（意

見等）の内容 

市の保有する公共施設（学校、市営住宅、市民利用施設、庁舎等の「建物施設」
及び道路・橋りょう、上下水道施設等の「インフラ関連施設」）に係る現状と課題
を分析した上で、効果的かつ効率的な維持修繕の実施による長寿命化・省エネルギ
ー化や施設保有量の最適化など、保有する公共施設を資産として最適に維持管理
し、有効活用を図る取組を定めた「宝塚市公共施設等総合管理計画（以下「計画」
という。）」が、平成２８年７月に策定されました。 

今回、計画の概要について確認したところ、「取組の方針として建物施設の数量
の目標（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）とこ
の計画の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年度中までに公共施設（建物施設）の延床面積の6.2％削減という目標を
達成するためには、その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ですが、計画の目標やその必要性について全庁的な周知を行
い、施設マネジメント課だけでなく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。 

今後、計画の目標を達成するために全庁を挙げて取り組んでいくよう努めてくだ
さい。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

 

（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 ４０ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  行革推進課 

項 目  補助金の見直しについて 

監査結果（意

見等）の内容 

補助金の見直しについては、平成２２年１１月１６日付け行財政改革担当部長通
知「宝塚市都市経営改革行動計画に基づく補助金の見直しについて」において、「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。」とされています。 

この通知を踏まえ終期の設定状況を確認したところ、「平成２７年度時点で約１
８０ある補助金のうち、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、これでは本来把握すべき、見直し又は要綱改正を長年行っていない補助
金については把握できず、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月に提出された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、答申が出されてからすでに１０年以上経過
しており、この答申の中には、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

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。 

Ｈ29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。 

 

 

（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 ４１ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  市税収納課 

項 目  コンビニエンス・ストアにおける収納業務について 

監査結果（意

見等）の内容 

コンビニエンス・ストアにおける収納業務は、金融機関の窓口やＡＴＭが利用で
きない時間帯も含め、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。 

取扱手数料は、市によって異なるとのことですので、近隣各市の手数料単価の動
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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

 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、

経費については、平成１８年度から平成２１年度までは基本料１０,０００円/月、

取扱手数料５２円/件、平成２２年度以降は基本料１０,０００円/月、取扱手数料

５６円/件となっています。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、 

① 新たなシステムの導入開発経費が必要となる。 

② 新システムとの連携のため、本市の収納システムの改修経費が必要となる。 

③ システム移行時、新旧システムに対応した納付書が混在する期間が生じ、その
間、新旧システムの並行運用により２重投資となる可能性がある。 

など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約６１.２円（平成２６

年度、別添資料参照）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。 

（添付資料） 

１ 全国市町村のコンビニエンス・ストアにおける収納業務の実施状況 



　　　平成28年4月

総務省自治税務局企画課資料 

地方税の収納・徴収対策等に係る調査結果（概要） 抜粋 

H26 

H25 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ４２ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  市民税課 

項 目  入湯税の課税客体の把握について 

監査結果（意

見等）の内容 

入湯税は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、当月の１日からその末日
までの鉱泉浴場における入湯客から徴収した入湯税を、翌月１５日までに市に申告
納入するものです。税率は、市税条例により入湯客１人１日について150円、一般
公衆浴場に類すると認められる公衆浴場の入湯客については75円と定められてお
り、平成２８年度の特別徴収義務者は５人です。 

申告納入の状況等については、「特別徴収義務者５人からの申告の平成２８年１
０月分まで７箇月分の合計は、入湯客人数５６，５４５人、入湯税額5,598,375円で
ある。また、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年度以降は毎年
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、毎年実
施している実地調査では書類上のチェックのみを行っているが、今年度より、入浴
場で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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

今年度（２月頃）の実施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。 

 

 

 

 

 

 

（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 ４３ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  市民税課 

項 目  軽自動車税の課税保留について 

監査結果（意

見等）の内容 

軽自動車税は、４月１日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自
動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している者に課税されます。 

軽自動車税の納税義務者は、賦課徴収に関して異動があった場合、異動申告又は
報告の義務を負うこととなっています。 

納税義務者の中には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年度から課税保留の手続きを行っています。 

具体的には、盗難の場合や業者の下取り、他人に譲渡、貸出し等の事由により課
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や課税保留申請
書等の書類の提出により、その事由発生の日の属する年度の翌年度から課税を保留
することとなっています。 

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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

ご指摘の様に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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ４４ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  市街地整備課（ソリオ宝塚都市開発株式会社関係） 

項 目 経営収支及び財務状況等について 

監査結果（意

見等）の内容 

監査結果（意見等）の内容は、概ね以下のとおりです。 

 

・ 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（２０１

５～２０１７）に基づき、建物全体の経年劣化、区分所有者の世代交代・意識

の変化、大型商業施設の開業に伴う消費動向の変化、駐車場事業の構造的変化

等を踏まえて、賃料単価の減少による賃貸収入の縮小やテナント退出後の空床

期間の長期化、駐車サービス券大口顧客の購入減少等の経営課題に対する取組

や、管理コストの削減等を進めることにより、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。 

・ 貸倒引当金については、滞納債権の損金処理を行ったことに関しては特に問

題はないと考えます。しかしながら、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

 

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。 

 

 

 

（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 ４５ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 地域福祉課（社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会関係） 

項 目  社会福祉協議会補助金について 

監査結果（意

見等）の内容 

市では地域福祉の推進を図るため、社会福祉法第１０９条第１項に規定する事業
を通じて地域福祉の推進を図るために必要な社協職員の人件費の全部又は一部に
ついて、宝塚市社会福祉協議会補助金（以下「社会福祉協議会補助金」という。）
として助成しています。 

現在、社会福祉協議会補助金は平成２８年度宝塚市社会福祉協議会補助金交付要
綱（以下「要綱」という。）に基づいて交付されています。この要綱は平成２３年
度以降、内容的にはほとんど変わらないにも関わらず毎年度策定し直されています
が、平成２３年度以降平成２８年度まで、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。 

しかしながら、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。 

市所管課に補助金対象職員の時間外勤務手当に関する考え方について確認した
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。 

社協の担当者からも同様の説明を受けており、過去から上記の考え方に基づいて
補助事業が行われてきたようですが、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

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へ改正を行います。 

 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。 

 

 

（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 ４６ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 高齢福祉課（社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会関係） 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

総合福祉センターにおいて施設の利用料金の徴収を行っていますが、既収の利用
料の返還について、社協は下記の基準で返還を行っていました。 

ア ７日前までの取り消し  ９割返還 

イ 前日までの取り消し   ８割返還 

  ウ 当日の取り消し     返金なし 

  エ お申込団体の責任によらない理由による取り消し  全額 

一方、市と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
次のように定められています。 

 第８条（２）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。 

年次協定書に定めた「８割以内」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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ４７ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 高齢福祉課（社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会関係） 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

総合福祉センターの稼働率の目標値及び実績値は、次表のとおりとなっていま
す。 

 

 

 

 

 

 

市所管課に対し、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２２年度までは目標値を55％で設定していたが、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、「教
養娯楽室は畳敷きの和室仕様、栄養指導室は厨房仕様の部屋になっており、会議室
の利用に向いていないため稼働率が低くなっているが、教養娯楽室は畳用の机と椅
子を設置し、栄養指導室は厨房以外の利用について再検討する。また、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

 

（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 ４８ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 高齢福祉課（社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会関係） 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

老人福祉センターでは各種教室が開かれていますが、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、次表のとおり支払っている。」旨の説
明を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

フレミラ教室の支払単価は8,200円で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30,000円や32,400円の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、1,000円～5,000円と幅の
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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

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。 

 

 

 

 

 

 

（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 ４９ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 高齢福祉課（社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会関係） 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

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。 

報告書の不備は、平成２６年１１月及び平成２７年３月に実施した業務の報告書
で発生していましたが、市に報告があったのは平成２７年６月９日であり、半年以
上も経過した後となっていました。 

今回の報告書の不備により、施設の管理上、問題は発生していないとのことです
が、場合によっては重大なトラブルに発展する可能性も考えられるため、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

市への報告遅延について、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。 

 

 

 

 

 

（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 ５０ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 商工勤労課（宝塚フェスタ実行委員会関係） 

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２７年度決算においては、協賛金の大幅な納付遅延、収入金額の内訳が明確
でないまま入金しているもの、明瞭な理由がなく特名随意契約を行っているもの及
び発注と同時に請求書を受理し納品前に支払いしているもの等、経理上問題がある
と思われる事例が見受けられました。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を商工勤労課が所管
していますが、補助対象経費の確認方法について、「事務局が出納を管理し、経費
の出金時にその都度、宝塚フェスタ事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）
に基づく対象経費に該当しているか確認している。」旨の説明を受けました。 

しかしながら、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

上記の監査結果（意見等）に対する商工勤労課の措置結果及び方針は以下のとお
りです。 

宝塚フェスタ事業の実施に際し、商工勤労課及び実行委員会双方に、ご指摘のあ
りました会計事務処理に一部適正な執行が行われていなかったことを真摯に受け
止め、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。 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ５１ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 道路政策課（阪急田園バス株式会社関係） 

項 目  西谷地域の公共交通サービスについて 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚市生活交通維持補助金は、市民生活に必要不可欠な交通手段であるバス路線
の運行を維持するため、西谷地域において一般乗合旅客自動車運送事業を経営する
事業者に対し、補助対象系統ごとの運行による補助対象経常費用と経常収益の差額
を補助するものです。 

西谷地域における一般乗合旅客自動車運送事業については、事業者から、「現在
の西谷地域においては少子高齢化に歯止めがかからず、人口が年々減少しているの
が現状である。経営環境が厳しい中、宝塚市と兵庫県から補助金を受けて運行して
いる事業者にとって、毎日利用している通勤・通学の利用者が減少していることは
大きな不安材料である。今後の西谷地区の公共交通をどう維持するかという課題に
ついて、路線の再編などを含め『西谷地域により親しんでもらえるバス』をめざし
て、宝塚市道路政策課、西谷地区の公共交通協議会、事業者の三者で協議を重ねな
がら、より良い方向性を模索しているところである。さらに、経営改善に向けては
自社努力に加え、阪急バス株式会社からの支援を仰ぎながら地域交通の維持発展に
向けて取り組んでいきたいと考えている。」旨の説明を受けました。 

また、利用者増については、「西谷地域におけるイベントなどに南部地域からの
誘導を図っていきたい。」旨の説明を受けました。 

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、市の補助要件を満たさず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、「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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

 

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。 

 

 

 

（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 ５２ 

時 期  平成２８年１２月１６日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課 道路政策課（阪急田園バス株式会社関係） 

項 目  補助金交付申請、交付決定事務について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２４年度に実施した財政援助団体監査以降、補助金にかかる要綱については
見直しが行われ、「宝塚市生活交通維持補助金交付要綱」（以下「要綱」という。）
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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ３月１４日 措置通知 

 

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。 

 

 

 

 

 

（添付資料） 
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