
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） 指摘年月日 対応状況

28

財政援助
団体等
監査

71 健康福祉部
障害福祉課
（各団体共通事
項）

地域活動支援セン
ター補助金支出団体
に対する指導等につ
いて

　所管課による実地調査は平成２７年度は１団体であり、平成２
８年度は全く実施していません。また、今回の団体のうち、「あ
ん」及び「ちおん」には１回も実地調査が行われていません。新
規団体等への実地調査が行われないことで、補助対象経費に
関する誤った経理等が放置される危険性が考えられます。また、
多額の補助金の返還が発生した場合、団体の経営状況によって
は返還が困難となることも懸念され、実際にそのような事例も発
生しています。
　実地調査及び指導等を行わないまま、約2億円もの補助金を
漫然と支出し続けることは、市民の税金を財源としていることか
らも到底認められません。所管課のみで対応できないのであれ
ば、部として早急に対処すべきであると考えます。今後、体制づ
くりの協議を行い、証拠書類の適切な保管、実績報告書等と証
拠書類の数値の一致、要綱に沿った補助金の使用等を確認し、
誤り等が発見された場合は他団体にも適宜注意喚起を図るな
ど、所管課において適切な確認及び指導を確実に行うよう求め
ます。

　平成２９年度より監査体制を強化し、２～３人で実
地調査を行っています。
　通常の補助金実績報告、補助金申請受付業務に
も力を入れ、運営困難と判断した１事業所は廃止とし
ました。６月には、「共生の会」、「あん」、「ちおん」の
実地調査を行い、「あん」も運営困難で６月末で廃止
となりました。実地調査の結果については、現在精
査中です。
　７月には、平成２８年度分について６事業所の監査
を行う予定にしています。１回２時間程度の実地調査
ですが、疑問点があれば、その場で確認した上で関
係書類を預かり、臨時職員２人を加え、連日のように
チェックを行っています。
　既に発覚したものは、対象年度以外の領収書が実
績に入っていたもの、領収書の合計金額が合わない
もの、支出対象科目に疑問があるものがありました。
また、職員の出勤や利用者の利用日など、実績報告
書と日報で照合しないものです。
　他にも、同時に障害福祉サービスや福祉タクシー
事業を行っている事業所もあり、障害福祉サービス
における県との合同監査で、地域活動支援センター
の利用に疑義がある場合があります。現在精査中で
あり、説明ができない場合は返還を求めていく予定
にしています。

H29.4.11 改善途中

28

財政援助
団体等
監査

72 健康福祉部

障害福祉課
（宝塚高次脳機
能障害者共生
の会関係）

実績報告書等の審査
について

　平成２７年度補助事業実績報告書において、市以外の団体か
ら備品購入のための助成金を受けていたにもかかわらず、当該
備品に係る経費を助成金との差額ではなく全額市の補助対象経
費に計上していたこと、また、様式６「通所者交通費内訳書兼利
用実績報告書」における通所日数の記入誤りにより、補助金の
返還が発生することが判明しました。
　今後は、より一層精査して実績報告書等を作成するよう団体に
指導するとともに、実績報告書等に対する実地調査を適正に行
うよう求めます。

　平成２９年６月２日に平成２８年度監査を行いまし
た。実績報告書は誤りなく作成されていました。
　また、平成２７年度の記入誤りにより発生した補助
金については返還がありました。

H29.4.11 措置済

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



28

財政援助
団体等
監査

73 健康福祉部

障害福祉課
（宝塚高次脳機
能障害者共生
の会関係）

指導員の勤務状況に
ついて

　ある指導員について、雇用契約書上の勤務時間（午前１０時～
午後４時）と、実際の勤務時間（午後６時～深夜０時、または午
後５時～午後１０時等）の不整合があり、また、午後１０時以降の
勤務についても、割増賃金ではなく通常の賃金しか支払われて
いませんでした。
　「勤務時間の不整合は、雇用契約書のただし書『勤務時間は
業務の都合により変更することがある』の範囲内で解釈できると
考えている。割増賃金は、今後は支払う形で対応する。」旨の説
明を受けましたが、恒常的に発生する勤務時間変更であれば、
雇用契約書の勤務時間そのものの見直しが必要となることを指
導するとともに、夜間勤務の必要性の確認等も併せて行うよう求
めます。

　平成２９年６月２日に平成２８年度監査を行いまし
た。実績報告書については誤りなく作成されていまし
た。
　また、雇用契約を確認したところ、雇用契約の見直
しが行われており、平成２８年度は午後１０時以降の
勤務はありませんでした。

H29.4.11 措置済

28

財政援助
団体等
監査

74 健康福祉部

障害福祉課
（特定非営利活
動法人あん関
係）

実績報告書等の審査
について

　平成２７年度補助事業実績報告書において、様式５「利用人
員」での市内通所者人数が誤っており、補助金の根拠となる市
内通所者人数の減少によって、補助金の返還が発生することが
判明しました。
　今後は、より一層精査して実績報告書等を作成するよう団体に
指導するとともに、実績報告書等に関する審査は、慎重かつ適
正に行うよう求めます。

　平成２７年度補助事業実績報告書については、補
助金の返還を求め、返還されました。
　平成２９年６月２日に平成２８年度監査を行いまし
た。実績報告書と領収書が合わないものや対象年度
でない領収書があり、現在、精査中です。

H29.4.11 改善途中

28

財政援助
団体等
監査

75 健康福祉部
障害福祉課
（株式会社ちお
ん関係）

実績報告書等の審査
について
（１）医師の意見書に
基づく通所者につい
て

　障害者手帳等の交付を受けていない通所者については、医師
の意見書等により通所することが可能ですが、団体から提示さ
れた医師の意見書には、通所者の氏名・住所等の記載がなく、
当該通所者の意見書であるか確認できませんでした。
　今後、所管課において当該意見書の適正性を確認するととも
に、団体に対しては医師の意見書の様式等について指導を行う
よう求めます。

　平成２９年６月２６日に平成２８年度監査を行い、現
在、精査中です。

H29.4.11 改善途中



28

財政援助
団体等
監査

76 健康福祉部
障害福祉課
（株式会社ちお
ん関係）

実績報告書等の審査
について
（２）報酬の支出根拠
について

　団体作成の給与規程において、役員報酬として所長に月額報
酬が支払われているにもかかわらず、給与規程以外の報酬（平
成２７年度決算額961,362円）が、所長に対して別途支払われて
いました。
　また、報酬の支出内容については、「経営者の不慮の事故等
の保険料で、受取人は法人となっている。」旨の説明を受けまし
たが、所管課からは「補助対象外となる保険である可能性が高
い。」旨の説明を受けており、このことから推察するに、補助対象
外となる経費を、別途報酬という形で支出していたのではないか
との疑念が生じます。
　今後、所管課において当該報酬の適正性を確認するとともに、
団体に対しても給与規程に基づく支出を行うよう指導が必要で
す。

　平成２９年６月２日に平成２８年度監査を行い、現
在、精査中です。
　平成２７年度の関係書類も提出を求めているところ
です。

H29.4.11 改善途中

28

財政援助
団体等
監査

77 健康福祉部
障害福祉課
（株式会社ちお
ん関係）

実績報告書等の審査
について
（３）報償費の支出内
容について

　報償費（平成２７年度決算額957,380円）の支出内容について、
「作業繁忙時に、外部要員を一時的に採用し、給料とは違う名目
（報償費）で処理している。」旨の説明を受けましたが、本監査当
日までに支出証拠書類の確認を行うことができませんでした。
　今後、所管課において報償費に係る支出証拠書類の確認を行
うとともに、団体に対しては支出証拠書類を整備するよう指導が
必要です。

　平成２９年６月２６日に平成２８年度監査を行いまし
た。代表者の給料以外、３人に報酬を支払っていま
した。現地で調査をしたところ、給与支払明細書の控
えと現金出納簿が合致せず、現在、関係書類を預か
り調査をしているところです。
　平成２７年度の関係書類も提出を求めているところ
です。

H29.4.11 改善途中

28

財政援助
団体等
監査

78 健康福祉部
障害福祉課
（株式会社ちお
ん関係）

実績報告書等の審査
について
（４）通所者交通費内
訳書兼利用実績報告
書について

　通所者の通所日数について、通所した日付の欄に通所者が押
印する形式の通所者出勤簿の提示がありましたが、通所者出勤
簿における月ごとの押印数が、平成２７年度補助事業実績報告
書の様式６「通所者交通費内訳書兼利用実績報告書」で記入さ
れた、通所者の通所日数と一致しない箇所が複数ありました。こ
のことについて、「通所者出勤簿は通所者が間違って押印するこ
ともあるため、通所者交通費内訳書兼利用実績報告書で報告し
た通所日数が正しい。」旨の説明を受けましたが、他に通所日数
の根拠となる資料の提示はありませんでした。
　今後、所管課において実績報告書等の数値の適正性を確認す
るとともに、団体に対しては通所日数の記録について適正に管
理するよう指導が必要です。

　平成２９年６月２６日に平成２８年度の監査を行い
ました。「通所者は通所に来た際に通所者出勤簿に
押印する」との説明を受けました。しかし、現地で調
査をしたところ、電話連絡で欠席をした際にも出勤簿
に押印をしていることが判明しました。また、交通費
は、出勤簿の押印に合わせた形で支給されていまし
た。現在、関係書類を預かり調査をしているところで
す。
　平成２７年度の関係書類も提出を求めているところ
です。

H29.4.11 改善途中

28

財政援助
団体等
監査

79 健康福祉部
障害福祉課
（株式会社ちお
ん関係）

実績報告書等の審査
について
（５）業務日報につい
て

　上記（４）で作成された通所者出勤簿において、複数の通所者
の押印のあった日付の業務日報を確認したところ、作業欄に「利
用者なし」の一言のみ記入されている日が複数見受けられまし
た。このことについて、「通所者は出勤していたが、指導員の記
入が不適切であり、所長も業務日報の内容まで確認していな
かった。」旨の説明を受けました。
　業務日報は適正に業務が行われたかどうかを確認する資料の
１つです。業務日報の内容については所長が点検を行う等、業
務日報の適正な管理方法について、団体に対して指導を行うよ
う求めます。

　平成２９年６月２６日に平成２８年度の監査を行い
ました。「通所者は通所に来た際に通所者出勤簿に
押印する」との説明を受けました。しかし、現地で調
査をしたところ、電話連絡で欠席をした際にも出勤簿
に押印をしていることが判明しました。現在、関係書
類を預かり調査をしているところです。
　平成２７年度の関係書類も提出を求めているところ
です。

H29.4.11 改善途中



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 63 都市整備部 住まい政策課
市営中ヶ谷住宅及び
野上住宅について

　市営中ヶ谷住宅は平成４年度から、市営野上住宅は平成１０
年度から入居者の募集を停止し、宝塚市公営住宅等長寿命化
計画では両住宅ともに他地域での建替えとなっており、現入居
者の退去を待っている状態です。
　今後３年程度の両住宅の維持経費は平成２８年度と同水準で
推移する見込みとのことですが、建物の築年数を考えるといず
れは大規模な維持修繕費が必要となることが予想されること、総
戸数の約半数の部屋が入居中であること等の現状を考慮する
と、今後両住宅をどうしていくのか、市としての具体的な方針を
明確にしておく必要があるのではないかと考えます。
　現入居者の処遇、維持経費の問題、解体後の跡地利用の問
題など、様々な観点から今後の在り方について関係部局間で検
討、協議を進めてください。

　市営中ヶ谷住宅及び野上住宅については、市営住
宅長寿命化計画の更新など市営住宅に係る施設マ
ネジメントの検討の中で、今後の在り方を検討、協議
します。平成２９年度においては、市営中ヶ谷住宅及
び野上住宅の入居者に対する意向調査の実施を予
定しています。

28 定期監査 64 都市整備部 市街地整備課

ソリオ宝塚第４街区駐
車場用地定期借地権
設定に係る保証金の
保全確認について

　定期借地権設定に係る保証金6億円については、金額の大き
さを鑑みるに、借地期間満了時（平成５７年５月３１日）の保証金
返還を待つだけでは不十分であると考えます。どのように保証金
が保全されているか決算書等で確認し、必要に応じて協議又は
要望を行っていく必要があると考えます。
　現時点で保証金に係る契約内容を見直すことは難しいと考え
ますが、借地期間満了までかなりの期間が残されており、その
間に経営状況が大きく変化することも想定されます。保証金の財
源が市民の税金であることを念頭に、所管課においては保証金
の保全確認と併せて、保全方法についても引き続き検討を重ね
てください。

　保証金６億円の保全については、平成２９年４月末
の借地料の支払い時点で土地所有者に依頼し、相
手方の決算書を提出してもらうことにより確認をしま
した。
それによりますと、固定負債として保証金が計上され
ているほか、単年度の資産としても、保有する現金
や有価証券などの総額が６億円の保証金額を上
回っており、返済が可能である事実も確認していま
す。
　さらに、６億円分の担保設定など、なんらかの形で
保証金の保全を行いたい旨を伝えており、今後継続
的に協議をしていきたいと考えます。

・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

【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



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 65 産業文化部 商工勤労課
地方創生関連の交付
金と充当先事業の状
況について

　地方創生加速化交付金対象事業の１つ、空き店舗等出店促進
補助金については、予算額300万円に対し平成２８年度の申込
件数は２件、執行見込額は668,000円となっており、せっかく確保
した交付金にもかかわらず22.3％の執行率にとどまっています。
　今後は交付金の効果を十分に事業に生かし、宝塚市版総合戦
略である「夢・未来　たからづか創生総合戦略」の推進が図られ
るよう、事業の趣旨や概要を十分に周知、広報するなど、事業の
活性化を図ってください。

　空き店舗等出店促進補助金については、制度の紹
介文書を広報たからづかや市サイトへアップロードし
て広く周知するとともに、関連する商店会等へ制度を
周知し、それぞれの商店会等が自身の空き店舗を減
らすために、関係者に当該制度の紹介を行っていた
だくよう依頼します。
　また、当該制度の利用を検討している事業者に対
して、より分かりやすく制度概要を説明することによ
り、当該制度を利用しやすい状況づくりに努め、市内
のにぎわい創出や活性化の促進を図ります。

28 定期監査 66 産業文化部 商工勤労課
宝塚ブランドＰＲ事業
等業務委託について

　委託業務内容のうち、選定業務等（「モノ・コト・バ宝塚」の推薦
資源の募集広報及び実地調査、宝塚ブランドに係る懇話会の開
催における委員調整、開催準備、議事録作成、資源のお披露目
会開催準備、選定盾や選定証の作成等）について、新資源の選
定は行われず、懇話会も開催されていません。新資源の募集・
選定を行わないことを決定した時点で変更契約を行っておくべき
であったと考えます。
　また、選定資源取扱者向け勉強会の開催と「モノ・コト・バ宝
塚」体験ツアーの実施については、事業趣旨を踏まえ、より大き
な事業効果を上げるためにも、実施回数や実施時期について
しっかりと進行管理を行っていくべきであったと考えます。
　今後、委託業務等の仕様内容については事前に十分精査の
上で作成し、業務に変更等がある場合は速やかに受託者と協議
し変更契約を行うとともに、委託者として適切な事業の進行管理
を行うように努めてください。

　平成２８年度に締結した「宝塚ブランドＰＲ事業等業
務委託」については、委託変更契約を締結し、選定
業務等の項目を削除した上で、当該項目に係る契約
金額を減額しました。
　今後は、本事業を効率的かつ効果的に実施してい
くため、当該業務委託仕様について部内で十分精査
した上で委託契約を締結するとともに、締結後もより
効果的な事業展開を図ることができるよう、適宜進行
管理を実施するとともに、受託業者と密に連携し、宝
塚ブランドの強化に努めます。

28 定期監査 67 産業文化部 農政課
青年就農給付金につ
いて

　市及び関係機関は、給付要件を審査するため、チェックシート
を作成しています。このチェックシートは要件を満たしている項目
に「ㇾ」を記載するだけで、具体的な確認方法は文書上残されて
おらず、質疑事項回答書にて明らかにされました。確認方法は
文書化し、決裁を得ておくべきであったと考えます。
　また、給付金受給者は毎年７月末及び１月末までに、市に対し
直前６箇月の「就農報告書」を提出することとされていますが、就
農報告書が提出されたのは２月１４日となっていました。報告書
等の提出期限の厳守に関しては、所管課において適切な指導を
行う必要があると考えます。
　申請時の要件審査においては、確認方法を明確に文書化して
おくとともに、給付金受給開始後の要件審査についても適切に
実施し、適切な給付となるよう努めてください。

　給付要件チェックリストに関しては、ご指摘のとお
り、確認した内容が担当者の手持ち資料（メモ）や記
憶にしか残されていない状況は不適切であります。
　今後は確認した内容を文書化し、チェックリストとと
もに保存する等、改善に努めます。
　また、就農報告書の提出に関しては、就農者の方
に対し、早い時期から報告期限を通知し、制度の適
切な運用を図ります。



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 定期監査 68 産業文化部
北部振興企画
課

（仮称）宝塚サービス
エリア及び（仮称）宝
塚北スマートインター
チェンジ利活用等地
域活性化推進協議会
（以下「協議会」とい
う。）について

　平成２６年度から、協議会を年３回、部会を年５回開催という積
算内容をもとに、負担金は82万円に増額されました。しかしなが
ら、協議会は年１回しか開催されておらず、毎年40万円弱の余
剰金が発生しています。また、余剰金は平成２５年度以降毎年
度繰越されており、平成２７年度末における繰越金は約80万円と
なっています。
　繰越金は協議会名義の通帳で適切に管理されていることは確
認できていますが、不必要な繰越金が協議会でプールされてい
るとの誤解を招くことのないよう、今後、毎年度の余剰金につい
ては原則市に戻入することとし、負担金の額も協議会の開催回
数等に応じた適切な金額となるよう見直しを行ってください。

　　（仮称）宝塚サービスエリア及び（仮称）宝塚北ス
マートインターチェンジ利活用等活性化推進協議会
設置要綱を一部改正し、協議会の運営資金が市の
負担金より充てられる旨を明記しました。
　平成２９年度は、年度末のサービスエリア及びス
マートインターチェンジの供用開始に向けて協議会
活動が増加するため、繰越金を含めた資金活用が
予定されています。そのため当年度負担金の余剰は
発生しない見通しで、これが発生した場合は、速や
かに市に戻入を行います。

28 定期監査 69 産業文化部 観光企画課
宝塚市国際観光協会
との役割分担につい
て

　宝塚市国際観光協会（以下「観光協会」という。）が交付先と
なっている６つの補助金交付要綱を確認したところ、費用の一部
を補助すると記載しているにもかかわらず補助率が総事業費の
100％となっているものが見受けられました。
　また、当該補助事業における市の業務内容については、「観光
協会事務局は事務局長と事務員の２名であり、事務執行体制が
十分でないため、補助事業の遂行に当たっては観光企画課職員
が業務に携わっている。」旨の説明を受けました。
　市が補助金を交付した補助事業と連携して業務を遂行するの
であれば、補助団体との役割分担を明確にする必要があると考
えます。宝塚市補助金交付基準に準拠した費用負担の在り方及
び補助事業における市の関わり方について、整理するよう検討
してください。

　昨年度の海外観光宣伝事業補助金については、
要綱で費用の一部を補助対象とすると明記していた
ものの、観光協会からの補助金交付申請は、市の補
助が前提の予算となっており、要綱にそぐわない形
で交付決定を行っていました。
　今年度から、各種補助金交付要綱と併せて交付の
実態に即した形に変更のうえ、改めて制定し、適正
な補助金交付に努めます。
　また、役割分担の明確化については、その必要性
を認識しており、平成29年度の各補助金の交付申請
の中で、市との共催事業に係る国際観光協会の役
割を明記するよう改めています。

28 定期監査 70 産業文化部 観光企画課
宝塚だんじりパレード
事業補助金交付要綱
について

　同要綱第６条において、「補助金の額は、予算の範囲内で、原
則、補助対象経費の２分の１以下とするが、市の関わる業務範
囲においては、補助対象経費に限り２分の１を超えて補助でき
る。」とされていますが、市の関わる業務範囲の内容について確
認したところ、「司会の報償費、告知用の印刷製本費、安全対策
としての警備委託費等、事業の実施に必須であり、市も強く関与
した内容を業務範囲としている。」旨の説明を受けました。
　要綱において、例外として補助対象経費の２分の１を超えて補
助すると定めるのであれば、その対象を明確にする必要がある
と考えます。対象の例示等、明確な基準の設定について検討し
てください。

　次回開催に向け、当該補助金の交付要綱について
実態に即した形への変更を検討し、適正な補助金交
付に努めます。

※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。


