
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 53
子ども未来
部

子ども政策課
たからキッズホーム
ページについて

　多くのデータが最新のものに更新されていませんでした。常に最新となる
よう、定期的にデータの更新を行ってください。また、他のホームページにリ
ンクしているだけのものもあり、子どもの視点に十分に配慮したものとは言
えません。
　「子どもたちが宝塚のことを知り、まちの仕組みや実態を知り、施策につい
て、正しい情報を得て、市政やまちづくり等に参加する機会を提供する。」と
いう当該ホームページの目的にふさわしいものとなるよう、子どもたちへの
ヒアリングやアンケート調査等により、子どもの意見や視点を反映させ、子
どもたちにとって「見やすい」、「わかりやすい」ホームページとなるよう一層
の充実に努めてください。

　平成２９年３月３１日現在のデータに内容
を更新しました。今後、年１回程度を目安
に、定期的にデータの更新を行ってまいり
ます。
　また、キッズページ上にアンケートフォー
ムを設置して子ども向けアンケートを実施
し、回答結果をふまえてページの更新を行
いました。引き続き、子どもたちにとって見
やすくわかりやすいページとなるよう、内容
の充実について検討してまいります。

28 定期監査 54
子ども未来
部

子育て支援課
各種相談事業（子育
て支援課所管）につい
て

　「ひとり親及び寡婦相談」の相談体制については、相談員１名で行ってい
るため、休業日には相談業務が行われず、電話予約が必要とされています
が、「子ども家庭なんでも相談」との相談体制に差が生じているのは好ましく
ないと考えます。
　また、相談員の時間外勤務状況についても、「ひとり親及び寡婦相談」の
相談員は１人あたり月平均約４２時間、「子ども家庭なんでも相談」の相談
員は１人あたり月平均約１８時間と２倍以上の差があり、非常にアンバラン
スな業務分担となっています。
  嘱託職員に恒常的に時間外勤務を強いている状況は好ましくありません。
課内における人員配置及び業務分担の見直し等により、適切な相談体制と
なるよう努めてください。

　「ひとり親及び寡婦相談」の相談員の時
間外勤務の削減に向けて、平成29年4月1
日から事務分担の見直しを図り、座席も変
更しました。座席を変更したことにより、「ひ
とり親及び寡婦相談」専用電話のみを対応
することができ、本来業務以外の電話や窓
口対応の機会を減らし、本来業務に集中で
きる環境としました。また、諸手当などの事
務については正規職員で対応するよう徹
底し、「ひとり親及び寡婦相談」の一部事務
についても正規職員が分担できるように改
善しました。

・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 定期監査 55
子ども未来
部

子ども家庭支援
センター

ファミリーサポートセン
ター事業について

　利用者増加に向けた制度の見直し・改善状況について確認したところ、利
用料については、市内の同種サービス（一時預かり等）との比較が十分なさ
れていませんでした。
　また、運営委託先について、「事業開始当初から宝塚市保健福祉サービ
ス公社に特名随意契約で委託している。」旨の説明を受けましたが、市内の
児童福祉等のサービス事業者の増加状況から判断するに、特名随意契約
のままでよいのか疑問が残ります。費用対効果の観点からも一度、制度の
あり方も含め比較・検証してみる必要があるのではないかと考えます。

　委託業者との契約及び利用の促進につ
きましては、ご指摘の内容を踏まえて検討
いたします。

28 定期監査 56
子ども未来
部

保育企画課
市立保育所の施設修
繕について

　「施設修繕計画はないが、老朽化が進んだ川面保育所の大規模改修が
喫緊の課題と認識している。以前から実施計画で要求しているが、工事期
間中の代替保育施設確保の課題があり、予算化には至っていない。このた
め、部分的な修繕や保育の実施に影響のある修繕を、緊急度の高いもの
から予算の範囲内で行っている。」旨の説明を受けました。
　本市では、「宝塚市公共施設マネジメント基本方針」及び「宝塚市公共施
設等総合管理計画」を策定しており、より一層効果的かつ効率的な維持修
繕の実施による公共施設の長寿命化に取り組むことが必要になります。
　また、公立保育所に限らず私立保育所、認定こども園、小規模保育事業
の実施施設等、宝塚市の保育施設全体を見渡しながら、その適正規模や
長寿命化についてのマネジメント計画が必要ではないかと考えます。

　市立保育所施設については、当時の建
築保全課が平成19年に作成した施設保全
計画に基づき、実施計画等の予算の確保
手続きを行い、施設修繕の対応につなげ
ています。
　当計画には、建築・電気・機械の各保全
計画表が平成33年度分まで、各更新スケ
ジュールが平成85年まで記載されており、
引き続き、当計画を参考に保育に支障を来
さないことを前提に、費用対効果を踏まえ
つつ柔軟に修繕を行い、宝塚市の保育施
設全体を勘案しながら、公立施設の長寿
命化を図ってまいります。

28

財政援助
団体等
監査

57 社会教育部

スポーツ振興課
（公益財団法人
宝塚市スポーツ
振興公社関係）

収支状況及び指定管
理料の積算について

　平成２４年度以降収支差額が毎年度発生しており、平成２７年度末におけ
る次期繰越収支差額（以下「剰余金」という。）は2,166万円に達しています。
　このことについて、「収支差額の発生は、利用料金及び自主事業収入が
増加しているためであり、剰余金については、公益目的事業の拡大や充
実、利用者及び教室受講生への還元等に費やす予定であるが、大規模修
繕に対する市の予算措置が難しい事情を鑑み、今後の施設設備の修繕に
も備えて留保している。」旨の説明を受けましたが、それらの収入は本来、
指定管理料の積算時に考慮すべき収入であり、現在の指定管理料が適正
であるか疑問が残ります。また、剰余金を本来市が行うべき施設修繕に充
てるという公社の考え方は、基本協定書に基づく経費負担の在り方を曖昧
にするもので好ましくありません。
　所管課においては、宝塚市指定管理者制度運用方針に基づき適切な指
定管理料となるよう積算を見直すとともに、公社に対して剰余金の用途につ
いて本来の目的に沿った支出となるよう指導し、明確な経理となるよう努め
てください。

　指定管理料の積算方法について、これま
でから自主事業収入も含めたなかで積算
してまいりましたが、宝塚市指定管理者制
度運用方針に基づき適切な指定管理料と
なるよう、剰余金の発生問題も含めて積算
方法を見直し、平成30年度指定管理料か
ら対応してまいります。
　また、剰余金につきましては、施設の大
規模修繕等に備えて留保するのではなく、
（公財）市スポーツ振興公社の設置目的で
ある宝塚市民の体育やスポーツの更なる
振興に係る事業や施設利用者の利便性や
サービス向上のための経費として使用する
よう指導してまいります。



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

58 社会教育部

スポーツ振興課
（公益財団法人
宝塚市スポーツ
振興公社関係）

施設修繕について

　平成２４年度監査でも意見した施設の長期修繕計画が、今回の監査でも
策定されていませんでした。
　公社は、平成２７年１０月に「宝塚市立スポーツセンター建物点検に伴う修
繕要望」を作成し、修繕内容に優先順位をつけ市に予算措置を要望してい
ます。これによると、最も緊急度が高い修繕に係る概算費用は2億1,910万
円と積算され、基本協定書の規定上、すべて市の負担で実施すべき修繕と
なっていました。所管課としては、今後の施設修繕に係る総費用及び緊急
度に応じた修繕計画等を財政当局に明確に示して、予算要求に臨むべきで
あると考えます。
　また、市の予算不足を理由に、市が負担すべき修繕を公社の負担で実施
している案件が散見されますが、公益目的で支出すべき費用が修繕費に充
てられることにより、公社が本来実施すべき事業におけるサービスの低下
が懸念されます。
　今後、所管課において早急に長期修繕計画を策定し、基本協定書に基づ
く費用負担の下、緊急度の高い修繕を速やかに行える体制づくりに努めてく
ださい。

　市が平成19年に取りまとめました『施設
建物保全計画』や指定管理者が作成しまし
た「スポーツセンター建物点検要望』をもと
に、建築営繕課職員の助言や協力も求め
て、早期にスポーツ振興課で長期修繕計
画を策定します。今後は、これをもとに実施
計画の予算要求を行い、緊急度の高い施
設修繕等を速やかに行えるように体制づく
りに努めてまいります。

28

財政援助
団体等
監査

59 社会教育部

スポーツ振興課
（公益財団法人
宝塚市スポーツ
振興公社関係）

施設予約について

　施設の利用希望者は「宝塚市立スポーツセンター予約システム」で予約
し、キャンセルについては、利用日７日前までは予約システム、それ以降は
各施設窓口で行い、利用料金は当日の利用時間までに各施設窓口で支払
います。
　無断キャンセルへの対応については、「利用料金を支払うかペナルティ制
度を選択してもらっている。」旨の説明を受けましたが、平成２７年度の無断
キャンセル335件のうち、40.0％がペナルティを選択しており、本来得られた
はずの利用料金が収入できていない状況となっています。
　しかも、ペナルティの内容が非常に甘く、安易な無断キャンセルにつな
がっているのではないかと懸念されます。また、無断キャンセルが発生した
施設は再貸出しが困難であり、この制度が市民全体にとってプラスとなって
いるのか疑問が残ります。
　利用料金収入の減少は指定管理料の積算に非常に大きな影響を与えま
す。一旦利用料金を徴収した上で、利用日までの残存日数に応じて返金額
を設定する方法等、無断キャンセルへの対応について、その有効性を検証
するよう指導してください。

　無断キャンセル料の支払いを求めても応
じてもらえないケースが多いことから、無断
キャンセル自体の発生を抑制するための
方策として、２回連続して無断キャンセルし
た場合は、翌月１箇月間の利用を停止する
ことを選択肢の一つとしております。しか
し、この方策は、本来得られたはずの利用
料金の放棄であり、収入の減となります。
　ついては、利用日までの残存日数に応じ
たキャンセル料を設定するなどして、利用
当日の無断キャンセルの発生を抑制する
とともに、利用料金収入の増が図れるよう
に現行の無断キャンセルへの対応策を速
やかに見直すよう指定管理者に指導しまし
た。



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

60
子ども未来
部

保育事業課
（各社会福祉法
人関係）

宝塚市私立保育所運
営費助成金の精算事
務スケジュールについ
て

　実績報告書及び添付書類と各法人が保有する関係書類との照合・確認を
行ったところ、助成金の額には大きく影響しないものの、実績報告書等の記
入数値に誤りがある事例等が散見されました。
　これらの記入誤りは、形式的な確認だけでも、容易に発見できたと考えら
れるものが多数あり、審査方法が不十分であると言わざるを得ません。
　平成２７年度助成金の精算事務についても、実績報告書等の提出後、十
分に内容確認が行われないまま半年以上放置され、法人自ら返還が必要
であると報告している場合でも、実際に返還金が納付されるまでに１年近く
要しており、それまで金銭の運用が各法人に委ねられたままとなっていま
す。
　今後は、より一層精査して実績報告書等を作成するよう各法人に指導す
るとともに、実績報告書等の受付後は早急に審査を行い、一旦精算を行っ
た上で実地調査を行う等、適正な事務を遂行してください。

　各法人に対して、実績報告書の作成に際
しては、より一層正確に作成するように指
導します。
　助成金の精算については、これまで実地
調査が終了してから一括して返還を求めて
いましたが、今後は、書類審査で判明した
返還金は実地調査の結果を待たず速やか
に返納を求めるように改めます。

28

財政援助
団体等
監査

61
子ども未来
部

保育事業課
（社会福祉法人
サン福祉会関
係）

残余金の取扱いにつ
いて

　平成２７年度実績報告書等において、保育所施設・整備積立資産（以下
「積立金」という。）を3,750万円取り崩し、このうち、2,008万円を他市の新保
育所整備に充てるために、拠点区分間繰入金として支出し、残額の1,742万
円は積立金に戻入する処理がされていました。
　この助成金の残余金を含めた積立金が、他市の保育所整備に使われて
いることについて、「積立資産の積立て及び取崩し、拠点区分間繰入金支
出については、法人が事前に都道府県知事に協議を行い、審査の上、適当
と認められた場合に行う。当該事例でも、他市の新保育所整備において県
との事前協議で資金計画に拠点区分間繰入金を計上していることから、そ
こで承認を得たと理解している。」旨の説明を受けましたが、本市の助成金
には、国の基準を上回る市単独の上乗せ部分があり、本市単独の助成金
の残余金が含まれている以上、他市の保育所整備に使われるような場合に
は、少なくとも法人と市は事前協議を行い、承認手続を取る必要があったの
ではないかと考えます。
　今後助成金の目的が十分に達成されるよう、残余金に係る取扱いや使途
を含めた要綱の在り方について、検討してください。

　私立保育所運営費助成金については、
行財政運営アクションプランの取組事項と
して、助成内容を含めた助成制度全般の
見直しを進めているところであり、今回の
財政的援助団体監査の指摘・意見も踏ま
えて検討します。



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

62
子ども未来
部

保育事業課
（保育所ぴよぴ
よルームおばや
し園関係）

宝塚市指定保育所助
成金について

　平成２７年度実績報告書添付の重要物品台帳には、品名「スズキハス
ラー（以下「園車両」という。）」が記載されていますが、この車両の利用実態
について、「
主に園長の通勤用であるが、園での買出しに使用している」旨の説明を受
けましたが、車両運行台帳は整備されておらず、詳細な使用頻度等は確認
できませんでした。
　また、通勤用の園車両の保険料、ガソリン代、ローン支払額及び駐車場代
が収支決算書の事務費支出に含まれていることについて、所管課から「車
両購入費、ガソリン代、保険料等も保育に係る必要な費用であり、使途基準
に合致すると判断している。」旨の説明を受けましたが、園長の通勤用であ
る園車両の保険料、ガソリン代、ローン支払額、駐車場代及び園長の自家
用車の保険料とガソリン代を保育に係る費用として計上することは疑問が
残ります。また、これらの按分率も主観的なもので根拠はありません。
　園業務に車両を使用し、保険料、ガソリン代等を保育に係る費用として計
上するのであれば、園業務での使用回数や距離、使用目的を記入し、個人
使用分と明確に区分できるよう車両運行台帳を整備するなど、車両管理体
制の整備を行うよう指導してください。また、助成金の使途基準が「助成対
象児童の保育に係る必要な費用」のみでは運用上不明確であり、もう少し
詳細な基準が必要ではないかと考えます。

　事業者に対して、園車両の保険料・ガソリ
ン代・ローン支払額・駐車場代について
は、車両運行台帳を整備し個人として使用
したものと明確に区分したうえで、助成対
象児童の保育にかかる必要な費用のみ経
費に計上するように指導しました。
　事業者からは平成29年度から原則として
経費計上はしない、駐車場については保
護者送迎用に変更する旨の回答を得てい
ます。
　使途基準に関する助成金の規定につい
ては、今回の指摘も踏まえて今後検討して
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。


