
 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ５３ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  子ども政策課 

項 目  たからづかキッズホームページについて 

監査結果（意

見等）の内容 

当該ホームページを確認したところ、「子ども議会」、「ミニたからづか」、「まち
の紹介」、「宝塚市の家計簿」等、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。常に最新のデータとなるよう、定期的にデータの更新を行ってください。 

また、内閣府等の子ども向け情報にリンクしている部分もありますが、「宝塚の
観光」「第５次宝塚市総合計画」のように、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。 

当該ホームページが、「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。」という目的にふさわしいものとなるよう、「これからも学校や家庭などで、
子どもたちが見たくなるページを目指して掲載する情報を充実させていきたいと
思っています。ご意見、ご感想をお寄せください。」と当該ホームページに掲載さ
れていることも踏まえ、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

キッズページの内容について、平成２９年３月３１日現在のデータに更新しまし
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。 

 

（添付資料） 

１ キッズページアンケート集計結果 

２ 

３ 



1.子ども向けホームページ「たからづかKIDS」を知っていますか。

5 知っているし、よく見る 0件
4 知っているが、あまり見ない 2件
3 聞いたことがある 5件
2 知らないが、興味がある 5件
1 知らないし、興味がない 1件

計 13件

→　5、4と答えた人は、たからづかKIDSのことをどこで知りましたか。

2.「たからづかKIDS」の内容は、よく理解できた。

5 とても思った 6件
4 まあまあ思った 3件
3 どちらとも言えない 3件
2 あまり思わない 0件
1 まったく思わない 0件

計 12件

→　具体的に、何が理解できましたか。あるいは、何が理解できなかったですか。

○食育、地球温暖化などの問題、宝塚市が行っている政策など。

○宝塚市についての事をクイズしたりしているから、すごく理解できた。

○宝塚市のことについても知れたし、環境、食育など、大切なことを取り上げて、クイズにして
いるので、分かりやすいと思いました。

○どういう事が書いてあるかがよく理解できた。

○「宝塚市のこと知っていますか？」の部分が分かりやすかったです。図などが多く、やさしい
言葉で書かれていたのでわかりやすかったです。「環境」のページは図も多く、理解しやすかっ
たです。

○委員のときにサイトがあるときいた。

○宝塚の人口や面積、観光場所などが理解できた。

子ども向けホームページ「たからづかKIDS」に関するアンケート結果

○子ども委員会の事をくわしく調べる時に、知りました。

知っているし、よく見る 
知っているが、あまり見ない 
聞いたことがある 
知らないが、興味がある 
知らないし、興味がない 

とても思った 
まあまあ思った 
どちらとも言えない 
あまり思わない 
まったく思わない 

①アンケート実施期間 

 平成２９年２月１日（水）～２月２８日（火） 

②アンケート協力依頼先 

 市内各児童館・子ども館（QRコード入りちらしの設置及びポスターの掲示） 

 平成２８年度子ども委員２１名 

    〃   子ども議員２４名 

 ③アンケート回答方法 

 パソコン、スマートフォン、携帯電話から専用サイトへアクセスし、回答 

 ※子ども委員・子ども議員はアンケート用紙で回答も可 

 ④アンケート回答数   １３件（アンケート用紙１０件、スマートフォン３件） 

 ⑤アンケート結果    下記のとおり 



3.「たからづかKIDS」の内容は、面白かった。

5 とても思った 6件
4 まあまあ思った 2件
3 どちらとも言えない 3件
2 あまり思わない 1件
1 まったく思わない 0件

計 12件

→　具体的に、何が面白かったですか。あるいは、何が面白くなかったですか。

4.「たからづかKIDS」にのせてほしい情報や感想を、できるだけたくさん書いてください。

○「歴史散歩」のページの２ページ目の文章や昔の絵がおもしろかったです。キッズクイズは簡
単なものから難しいものまでいろいろあっておもしろかったです。（特に環境クイズが難しかっ
たです。おもしろかった！）

○キャラクターなどを作っているところ。マンガがあるところ。

○子ども向けに書いてあるから面白かった。

○子どもでも理解しやすいようにキャラクターを設定したり、マンガで説明していたので、面白
かったです。

○クイズなどがあったし、マンガなどもあったから面白いと思いました。

○子どもにも分かりやすく、読んでくれればたぶん楽しく思うと思う。ページ数も無理に多くな
く、さらって読めた。外部リンクが多いかなと思った。

○クイズで宝塚のことを知ってもらうのは、いいと思いました。

○キッズクイズは「レベル１」「レベル２」という風にレベル別にした方が、「その１」「その
２」とするよりも、「次のレベルにチャレンジしたい。難しい問題も解けるようになりたい。」
という向上心？をそそるかなと思います。（その方が最後までやろうと思います。）「宝塚の観
光」のページは中学生にはいいけれど、小学生には難しい感じや言葉が多い気がしました。大人
と同じページではなく、子ども用のページがあった方がわかりやすいと思います。大きな見出し
にはふりがながついているのに、小さい文字にはふりがなが付いていないのが、小学生にはわか
りにくいかなと思いました。環境のページはイラストや写真が多く、文章も言葉をくだいてある
ので読みやすかったです。

○子どもから大人まで、宝塚市の情報や、環境などの大切な問題が知れたのでよかったです。
「たからづかKIDS」には、今の社会ニュースをのせて、どうしたら解決できるかを、みんなで考
えるページにのせたらいいと思います。

○子どもが参加できるイベントなどの情報をのせたら良いと思います。トップページの所で、内
容ごとに分かれていてとても知りたい事が調べやすかったです。

○マンガ、クイズ、間違い探しなど。

とても思った 
まあまあ思った 
どちらとも言えない 
あまり思わない 
まったく思わない 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ５４ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  子育て支援課 

項 目  各種相談事業（子育て支援課所管）について 

監査結果（意

見等）の内容 

子育て支援課で所管している各種相談事業について確認したところ、下表のとお
りとなっていました。  

事業名 相談内容 相談時間 相談場所 相談員人数

子ども家庭なんでも相談
18歳未満の子どもを取りまく、家庭問題や
子育ての悩み

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始は除
く）

9：00～17：30

子育て支援課
家庭児童相談室

５人

悩みの電話相談（子ども専用） 家庭のことや子育てのこと

子育てテレフォン

ハッピートークたからづか
家庭のことや友人のこと

４人御殿山ひかりの家

ひとり親及び寡婦相談 ひとり親（母子・父子）・寡婦の生活全般
子育て支援課

手当担当
１人

月曜日～金曜日

（水曜日、祝日、年末年

始は除く）
9：00～17：30

24時間対応

 

「ひとり親及び寡婦相談」の相談体制については、相談業務を１名で行っている
ため、相談員の休業日である水曜日には相談業務が行われず、相談方法についても
同時間帯に重複して相談を受けることができないため、電話予約が必要とされてい
ます。このように、同じ課内の相談業務であるにも関わらず、人員配置の違いによ
り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（平成２８年４月～１０月末）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。 

このことについて、「相談内容の違いなどから、課内における相談員の異動は難
しいと考えている。また、「ひとり親及び寡婦相談」の相談員の時間外勤務につい
ては、相談業務以外に諸手当や受付業務も担当してもらっている関係で多くなって
いる。」旨の説明を受けましたが、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

「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。 

（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 ５５ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  子ども家庭支援センター 

項 目  ファミリーサポートセンター事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

ファミリーサポートセンター事業は、仕事と育児の両立支援をするための保育施
策等を補完する事業として、平成１１年度に開始されました。地域において育児を
行いたい者（提供会員）と育児の援助を受けたい者（依頼会員）を会員として組織
し、会員の相互援助活動を行うことで、地域で安心して子育てができる環境整備を
図ることを目的としています。 

この事業の過去５年の利用状況は下表のとおりとなっています。 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

延べ依頼者数 214 603 587 578 704

延べ利用回数 3,098 2,527 2,664 2,118 3,306

延べ利用時間 5,929 4,692 4,523 3,502 4,890
 

事業開始から１７年経過していることから、利用者増加に向けた制度の見直し・
改善状況を確認したところ、「依頼会員が支払う利用料（１時間 700 円）の見直し
については事業開始当初から行っていないが、アンケートを行った結果から見直し
の必要はないと判断した。また、平成２７年度からコーディネーターの職員を３人
体制にし、土曜日にも対応を始めたことにより利用者が増加した。」旨の説明を受
けました。しかしながら、利用料については、市内における同種のサービス（一時
預かり等）の利用料との比較が十分なされていない状況となっていました。 

また、ファミリーサポートセンター事業の運営（会員登録の手続、利用の仲介業
務等）委託先についても確認したところ、「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（委託料 1,020 万円）している。」旨の説明を受け
ましたが、市内における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、
今後も特名随意契約のままでよいのか疑問が残ります。市の税金が投入されている
以上、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。 

ファミリーサポートセンター事業の利用者の減少傾向は、平成２７年度の制度見
直しにより歯止めがかかったようですが、今後も、安心安全なサービスを確保しつ
つ、制度の検証・見直し等により、さらなる利用の促進に努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

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。 

 

（添付資料）なし 

１ 

２ 

３ 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ５６ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  保育企画課 

項 目  市立保育所の施設修繕について 

監査結果（意

見等）の内容 

今回、市立保育所の修繕計画等の有無について確認したところ、「施設修繕に係
る修繕計画については、現在のところない。」旨の説明を受けました。また、現状
における課題認識及び施設修繕の状況として、「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。実施計画において過去から要求を行っている
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。その
ため、部分的な修繕を行い保育に影響がないよう工夫をしている。その他の施設に
おいては、保育の実施に影響のある修繕について、緊急度の高いものからその都度、
予算の範囲内で対応を行っている。」旨の説明を受けました。 

本市では、全庁的な取組として公共施設マネジメントを推進することを目的に、
平成２６年度に「宝塚市公共施設マネジメント基本方針」を、平成２８年度に「宝
塚市公共施設等総合管理計画」を策定しており、今後は以前にも増して効果的かつ
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、平成２７年度より子ども・子育て支援新制度が施行され、保育を取り巻く
環境も大きく変化していますが、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な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 ５月９日 措置通知 

 市立保育所の施設については、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、当計画を参考にしながら
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ながら柔軟に修繕を行
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。 

  

（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 ５７ 
時 期  平成２９年 ２月１７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  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） 

項 目  収支状況及び指定管理料の積算について 

監査結果（意

見等）の内容 

公社は平成２４年度から公益財団法人に移行しましたが、公益法人の収支においては

収支相償（公益目的事業に係る収入が適正な費用を超えないこと）が求められています。

この点を踏まえ、公社の収支状況を確認したところ下表のとおりとなっていました。 

（単位：円）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

【収入】 314,067,596 327,070,057 361,935,129 390,381,014

指定管理料収入 74,799,000 82,548,180 109,930,000 113,231,393

利用料収入 147,753,187 150,771,677 158,619,567 170,208,219

自主事業収入 78,488,900 80,402,590 83,196,460 94,978,990

その他 13,026,509 13,347,610 10,189,102 11,962,412

311,290,721 323,292,776 354,709,083 385,040,397

管理費 270,425,222 282,660,266 310,686,539 332,675,766

事業費 40,865,499 40,632,510 44,022,544 52,364,631

2,776,875 3,777,281 7,226,046 5,340,617

5,318,942 9,096,223 16,322,269 21,662,886

【支出】

収支差額

次期繰越収支差額  

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。 

収支差額が発生している理由について公社に確認したところ、「利用料金及び自主事業

収入が増加しているためである。」旨の説明を受けました。また、剰余金 2,166万円の用

途については、「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。 

収支相償に対する考え方については、「剰余金 2,166万円のうち、公益目的事業に係る

剰余金は 659 万円であり、平成２７年度における公益目的事業の収支において収支相償

は満たしている。」旨の説明を受けました。 

公社の自助努力により、利用料金収入及び自主事業収入が増加しているのは理解でき

ますが、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、剰余金の

発生状況から判断して、現在の指定管理料が適正であるか疑問が残ります。また、発生

し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（平成２７年１２月１日から適用）

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、公社に対しては、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

 

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、指定管

理料を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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ５８ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  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） 

項 目  施設修繕について 

監査結果（意

見等）の内容 

施設修繕については、平成２４年度に行った公社の財政援助団体監査にて、「適切

な施設管理を行っていくためには、施設の長期修繕計画の策定は必須であると考えま

すので、計画策定に向けて検討を行ってください。」と意見したところですが、今回

の監査においても所管課による長期修繕計画は策定されていませんでした。 

この件について、公社は平成２７年１０月に、指定管理者の立場から「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て市

に予算措置を要望しています。この要望書によれば、緊急度Ｄ（緊急性があり、早期

に改修が必要なもの）の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、これらはすべて市の負担で実施すべき修繕（１件60万円以上）となってい

ました。また、要望書における緊急度Ｄの修繕の進捗状況（金額ベース）については、

平成２８年度末で5.7％（見込）であり、平成２９年度末でも10.7％（見込）にとど

まっています。 

このことについて所管課から、「実施計画における予算要求で、毎年予算化される

金額が1,500万円ほどしかない。」旨の説明を受けましたが、まずは所管課において、

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

した上で、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として、本来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、本来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、施設修繕の遅れにより市民が施設を利用できない事態（休館等）に陥ること

がないよう、まずは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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

 

施設修繕につきまして、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。 

 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ５９ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  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） 

項 目  施設予約について 

監査結果（意

見等）の内容 

市内の各スポーツ施設の予約については、「宝塚市立スポーツセンター予約システム」

を導入し、施設の予約希望者はインターネットで予約を行うこととされています。 

予約のキャンセルについては利用日の７日前までに行うこととされており、それ以降

のキャンセルは各施設窓口で行うこととされています。また、利用料金については、原

則利用日当日の利用時間までに各利用施設の受付窓口にて支払うこととされています。 

７日前までに予約のキャンセルを行わなかった無断キャンセル者に対する対応につ

いて確認したところ、「利用料金を支払うかペナルティを選択してもらっている。」旨の

説明を受けました。平成２７年度（平成２８年３月３１日現在）の無断キャンセル状況

は下表のようになっていました。 

件数 割合

無断キャンセル 335 100.0%

ペナルティ選択者 134 40.0%

利用料金支払選択者 168 50.1%

未手続き数 33 9.9%  

無断キャンセルのうち、40.0％もの無断キャンセル者がペナルティを選択しており、

これにより、本来得られたはずの利益（利用料金）が収入できていない状況となってい

ます。このことについて公社から、「現在の予約システムについては平成１５年３月よ

り導入しているが、その後、キャンセル者の意向を踏まえてペナルティ制度における選

択制を導入した。」旨の説明を受けました。 

しかしながら、無断キャンセルが発生した施設については再貸出しが困難であり、予

約システムの抽選に漏れた利用希望者も施設が利用できなくなる状況を鑑みるに、この

ペナルティ制度が、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。 

また、ペナルティの内容については、「ペナルティを選択した場合に、ペナルティが

奇数回数（１回目、３回目・・）のときには通常どおり予約が可能であるが、偶数回数

（２回目、４回目・・）のときは、翌月１箇月間、予約システムの利用ができなくなる。」

旨の説明を受けましたが、他の利用希望者が施設を利用できなくなることに比して、非

常に甘いと感じざるを得ず、このことが、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。 

当該施設は利用料金制度を採用しているため、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、無断キャンセルに対する現行の対応について、

その有効性を検証するよう指導してください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

 

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。 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ６０ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  保育事業課（各社会福祉法人関係） 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

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 

今回の監査に当たり、各法人から提出された宝塚市私立保育所運営費助成金（以
下「助成金」という。）に係る助成事業実績報告書及び添付書類（以下「実績報告
書等」という。）と、各法人が保有している金銭出納簿等関係書類との照合・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。 

このことについて、担当課に対し、実績報告書等の審査方法を確認したところ、
「実績報告書等の受付時には、形式的な確認のみ行い、内容の確認は行っていな
い。」旨の説明を受けました。しかしながら、これらの記入誤りは、実績報告書等
の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、実績報
告書等の審査方法が不十分であると言わざるを得ません。 

平成２７年度における助成金の精算事務は、概ね以下の①から⑤の流れで行われ
る旨の説明を受けました。①平成２８年３月末の変更交付決定に基づき、平成２８
年４月下旬に各施設に対し最終精算支払を行う。②平成２８年５月下旬に各施設か
ら実績報告書等の提出を受ける。③平成２８年１２月下旬から一部抽出した施設に
対し実地調査を行う。なお、実地調査を行わない施設については、随時実績報告書
等の内容を確認する。④平成２９年３月頃に実績報告書等の内容確認及び実地調査
の結果をもとに、助成金が過払となっている施設に対し返還通知を行う。⑤平成２
９年４月頃に該当施設から返還金の納付を受ける。 

しかしながら、これでは、各法人から提出された実績報告書等は、十分に内容確
認が行われないまま、当該年度を過ぎて半年以上放置され、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年近く要するこ
とになり、結果として、返還期限の平成２９年４月頃までの期間は、金銭の運用が
各法人に委ねられることになります。なお、平成２６年度に係る助成金の実績報告
書等の内容確認及び実地調査の結果に基づく返還金は373万円でした。 

助成金は、市民から納付された税金その他貴重な財源で賄われるもので、公正か
つ効率的に執行することが求められることは言うまでもありません。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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

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。 

（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 ６１ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  保育事業課（社会福祉法人サン福祉会関係） 

項 目  残余金の取扱いについて 

監査結果（意

見等）の内容 

今回、平成２７年度の助成金に係るサン福祉会の実績報告書等を確認したとこ
ろ、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、2,008万円を他市における新保育所整備に充てるために、拠点区分間繰
入金（法人内部の施設・事業所間での資金の繰入れ）として支出し、残額の1,742

万円については積立金に戻入する処理がされていました。 

要綱の規定では、助成金は私立保育所の円滑な運営に資するといった理由から、
残余金は当該年度の事業活動による収入の5％までは繰越金とすること又は積み立
てることが認められています。このことにつき、わかばのもり保育園の運営に係る
経費として交付した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、担当課及びサン福祉会に確認したところ、保育所を運営する
社会福祉法人における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、内閣府及び厚生労働省連名の「子ども・子育て支援法附則第６条の規定によ
る私立保育所に対する委託費の経理等について（平成２７年９月３日付け府子本第
２５４号・雇児発０９０３第６号。以下「府省通知」という。）」において、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もので
ある。この事例における他市で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。 

私立保育所保育委託費（以下「委託費」という。）は国が２分の１、県及び市が
それぞれ４分の１を負担しており、この委託費の残余金の取扱いについては府省通
知のとおりでよいと考えますが、市の助成金はより手厚く充実した保育を実施する
ため、国の基準を上回る部分について市の基準により助成する本市単独の上乗せ補
助金です。 

今回取り崩された積立金には委託費の残余金と助成金の残余金が混在しており、
明確に分けることはできないとのことですが、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であったのではないかと考えます。 

現行の要綱にはそこまでの規定はありません。また、当該助成金によって本市に
おける保育の充実が図られてきたという意味で、その役割は大きかったと考えます
が、法人の広域化等、制定時には想定されていなかったことも生じているため、実
態にそぐわなくなった側面もありますので、要綱の規定を一度見直す時期に来てい
る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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

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。 

（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 ６２ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  保育事業課（保育所ぴよぴよルームおばやし園関係） 

項 目  宝塚市指定保育所助成金について 

監査結果（意

見等）の内容 

当市では市内にある認可外保育所で、市が定める一定の基準を満たしている保育
所を「宝塚市指定保育所」として指定し、指定保育所の保育水準の維持向上を図り、
当該児童の健全な育成に資することを目的に指定保育所に対して助成を行ってい
ます。 

保育所ぴよぴよルームおばやし園では、平成２７年度中、０歳児１０３名、１・
２歳児２５９名、３歳児２７名、４・５歳児１５名、合計で延べ４０４名の児童を
受け入れ、総額2,953万円の宝塚市指定保育所助成金を受け入れています。 

宝塚市指定保育所助成金交付要綱において助成金の使途基準は助成対象児童の
保育にかかる必要な費用とされており明確な基準や禁止項目等は規定されていま
せんが、平成２８年５月３０日付で提出されている平成２７年度宝塚市指定保育所
助成事業実績報告書に添付された重要物品台帳には品名「スズキハスラー」として
車（以下「園車両」という。）が記載されています。 

（１）園車両の利用実態について 

現地でのヒアリングにおいて、園車両は主に園長の通勤用に利用されてお
り、それ以外では園で必要となる物品等の買出しに使用している旨の説明を
受けました。 

なお、車両運行台帳が整備されていないため詳細な使用頻度等については
確認できませんでした。 

（２）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 

現地でのヒアリングにおいて、実績報告書添付の平成２７年度収支決算書
における事務費支出中の光熱水費の中に園車両の保険料とガソリン代、借料
損料中に園車両のローン支払額と駐車場代が含まれていることが判明しま
した。 

ア 保険料とガソリン代 

園車両の保険料及びガソリン代の８割にあたる額が計上されています。
また、園長の園車両以外の自家用車分の保険料及びガソリン代の２割にあ
たる額も計上されていました。 

それぞれ８割、２割という按分率は税理士に相談して決めたとのことで
あり、自家用車分の２割にあたる額を計上した理由は、園長が多忙の際に
園長の妻が自家用車で園業務を手伝っていたためとの説明を受けていま
す。 

イ ローン支払額 

園車両のローン支払額８割にあたる額が計上されています。８割という
按分率は税理士に相談して決めた旨の説明を受けています。 

ウ 駐車場代 

車で児童の送迎を行う保護者のために駐車場が４台分確保されていま
す。１台分は保育ルーム建物に付随する駐車場で無料、残り３台分は保育
ルーム建物裏のマンションの駐車場を借りており、駐車場代はそれぞれ月
額で13,000円、10,000円、7,000円となっています。園車両は通常月額
13,000円の区画に駐車されており、園車両の駐車場代については按分等行
わず全額が計上されています。 
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整理番号 

年度 番号 

２８ ６２ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  保育事業課（保育所ぴよぴよルームおばやし園関係） 

項 目  宝塚市指定保育所助成金について 

監査結果（意

見等）の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課からは「車などの高額備品の購入、ガソリン代、保険料についても助
成対象児童の保育にかかる必要な費用であり、使途基準に合致するものと判断
している。」旨の説明を受けましたが、当該指定保育所の実績報告書添付の重
要物品台帳に記載された園車両は実態上園長が通勤用に使用する自家用車で
あり、当該車両の保険料、ガソリン代、ローン支払額、駐車場代を保育にかか
る費用として計上することには疑問が残ります。保険料、ガソリン代について
は園長個人の自家用車分も計上されています。計上に当たっては税理士に相談
し園車両は総額の８割、自家用車については総額の２割が計上されています
が、この按分率も主観的なものにすぎず根拠はありません。また、園車両の駐
車場代については全額が計上されています。 

今後、園業務に車両を使用し、保険料、ガソリン代等を保育にかかる費用と
して計上するのであれば、園業務に使用した回数や距離数、使用目的、ガソリ
ン代等が個人として使用したもの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、助成金の使途基準について「助成対象児童の保育にかかる必要な費用」
のみでは運用上不明確であり、保育にかかる必要な費用の範囲について、もう
少し詳細な基準が必要ではないかと考えますので今後検討してください。 

平成２７年度　宝塚市指定保育所助成金実績報告・収支決算書に計上された車両関連経費
保育所ぴよぴよルームおばやし園

保険料 按　分 計上理由等 （年額：円）

園車両 71,490円×0.8
主に園長の通勤及び園での買出しに利用。　税理士と相談

し８割を計上。 57,192

自家用車 87,840円×0.2
園長の代わりに妻が買出し等を行っていたため。税理士と相

談し２割を計上。 17,568

計 74,760

ガソリン代 按　分 計上理由等 （年額：円）

園車両 134,521円×0.8
主に園長の通勤及び園での買出しに利用。　税理士と相談

し８割を計上。 107,617

自家用車 186,738円×0.2
園長の代わりに妻が買出し等を行っていたため。税理士と相

談し２割を計上。 37,347

計 144,964

ローン支払額 按　分 計上理由等 （月額：円）

園車両 19,900円×0.8
主に園長の通勤及び園での買出しに利用。　税理士と相談

し８割を計上。 15,920

計 15,920

駐車場代 按　分 計上理由等 （月額：円）

園車両（区画№11） 13,000円 園車両　駐車場 13,000

保護者用（区画№16） 10,000円 保護者送迎用 10,000

　　〃　　（区画№17） 7,000円 〃 7,000

計 30,000
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整理番号 

年度 番号 

２８ ６２ 

時 期  平成２９年 ２月１７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  保育事業課（保育所ぴよぴよルームおばやし園関係） 

項 目  宝塚市指定保育所助成金について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年 ５月９日 措置通知 

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。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 


