
 

  

監査結果（指摘）事項整理票   
整理番号 年度 番号 

２８ ７１ 
時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（各団体共通事項） 

項 目 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 

監 査結果

の内容 

これまで行われた地域活動支援センター事業補助金に係る財政援助団体監査にお
いては、団体から提出された補助事業実績報告書及び添付書類（以下「実績報告書
等」という。）と各団体が保有している証拠書類とに不一致があるなどの誤りが散見
され、その都度、監査結果報告書において団体に対し適切な指導を行うよう意見し
てきました。 

しかしながら、今回の監査においても補助金額に影響を与えるような実績報告書
等の誤りが発見されたことを踏まえ、所管課における実地調査の実施状況を確認し
たところ下表のようになっていました。 

  

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 

対象施設数 16 17 21 22 21 19 

実施施設数 2 3 6 5 1 0 

監
査
対
象 

共生の会   事業開始   実地調査     

あん       事業開始     

ちおん     事業開始       

 

今回、監査対象となった３団体のうち、事業開始以降、所管課による実地調査が
行われていたのは「共生の会」のみであり、「あん」及び「ちおん」については実地
調査が行われていませんでした。平成２６年度の財政援助団体監査において、所管
課から「実地調査は各補助団体に対し、おおむね５年に１度の頻度となるよう実施
する。」旨の説明を受けていましたが、その後に行った実地調査は、平成２７年度で
１団体のみ、平成２８年度においては全く実施していない状況となっていました。 

このことについて、「補助対象事業所の増加に伴う事務量の増加に加え、課内職員
数の減少により事務処理が追いつかず、実地調査が定期的に実施できていない状況
である。」旨の説明を受けましたが、新規に事業を開始した団体に対し実地調査が行
われないことで、各団体において補助対象経費に関する誤った経理等が改善されな
いまま放置され、本来補助対象ではない経費に補助金が支出され続ける危険性が考
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
は補助金の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。 

所管課で行うべき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、市民の税金を補助金の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、健康福祉部として早急にこ
の問題に対処すべきであると考えます。今後、実地調査を確実に実施できる体制づ
くりの協議を行い、実地調査においては証拠書類が適切に保管されているか、実績
報告書等と証拠書類の数値が一致しているか、要綱どおりに補助金が使われている
か等の確認を行うとともに、誤り等が発見された場合は、他団体に対しても適宜、
説明会等で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。 



 

  

監査結果（指摘）事項整理票   

整理番号 

年度 番号 

２８ ７１ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（各団体共通事項） 

項 目 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 

※ 

措 置結果

又 は方針

の内容（時

期 ・内容

等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

指摘を受け、平成２８年度においては全く実施していない状況となっていたこと
を反省し、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。 

昨年度、「補助対象事業所の増加に伴う事務量の増加に加え、課内職員数の減少に
より事務処理が追いつかず、実地調査が定期的に実施できていない状況です。」と説
明しましたが、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。その結果、４月以降の残業時間が増加し
ましたが、６月には監査事務局より指摘のありました「共生の会」、「あん」、「ちお
ん」の３事業所の実地調査を行っています。その結果、「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月にも平成２８年度分の監査が必要と判断した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、障害福祉課で臨時職員２人を加え、連日のようにチェッ
クを行っています。 

既に発覚したものとしては、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が
ありました。 

その他、事業所の中には、同じ法人で、障害福祉サービスや福祉タクシー事業を
行っているものがあり、障害福祉サービスでの県との合同監査で、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。現在精査中でありますが、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。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

  

監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７２ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（宝塚高次脳機能障害者共生の会関係） 

項 目 実績報告書等の審査について 

監査結果の

内容 

今回の監査に当たり、団体から提出された実績報告書等と団体が保有している金
銭出納簿等関係書類との照合・確認を行ったところ、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

平成２９年６月２日に平成２８年度監査を行いました。 

前回の指摘を受け、実績報告書は誤りなく作成されていました。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。 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７３ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（宝塚高次脳機能障害者共生の会関係） 

項 目 指導員の勤務状況について 

監査結果の

内容 

今回の監査に当たり、指導員の勤務状況を確認したところ、ある指導員について
雇用契約書上の勤務時間は午前１０時～午後４時であるにもかかわらず、実際の勤
務時間が午後６時～深夜０時や午後５時～午後１０時となっている事例が発見さ
れました。また、午後１０時以降の勤務については労働基準法上、割増賃金を支払
う必要がありますが、この指導員に対しては通常の賃金しか支払われていませんで
した。 

このことについて、「勤務時間の不整合については、勤務時間は業務の都合によ
り変更することがある、とする雇用契約書のただし書の範囲内で解釈できると考え
ている。割増賃金については、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

平成２９年６月２日に平成２８年度監査を行いました。 

前回の指摘を受け、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。実績報告書につい
ては誤りなく作成されていました。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

 

  

監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７４ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（特定非営利活動法人あん関係） 

項 目 実績報告書等の審査について 

監査結果の

内容 

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」で計上した市内
通所者の合計は延べ９６人でしたが、様式６「通所者交通費内訳書兼利用実績報告
書」で計上された市内通所者の合計は延べ９４人となり、人数が一致しなかったた
め、所管課に確認したところ、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

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、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。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



  

監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７５ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（株式会社ちおん関係） 

項 目 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 

監 査結果

の内容 

ちおんにおける実績報告書等の確認の結果、下記の不備が見つかりました。なお、
当該団体の監査においては、本監査当日までに確認できなかった事項もあることか
ら、それらについては、今後所管課の責任において確認を行い、補助金額に変更が
生じた場合は、速やかに補助金の返還を求めてください。 

（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、ちおん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。 

※ 

措 置結果

又 は方針

の内容（時

期 ・内容

等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

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。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７６ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（株式会社ちおん関係） 

項 目 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 

監 査結果

の内容 

（２）報酬の支出根拠について 

指導員等の給与については、ちおん作成の給与規程に基づき支出されてい
ますが、この給与規程で定められていない報酬（決算額 961,362 円）が、所
長 に対して支払われていました。そもそも「役員報酬」という名目で所長
に対し月額報酬が支払われているのにもかかわらず、なぜ別途「報酬」とい
う形で支出する必要があったのか疑問が残ります。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。 

 

※ 

措 置結果

又 は方針

の内容（時

期 ・内容

等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

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。 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７７ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（株式会社ちおん関係） 

項 目 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 

監 査結果

の内容 

（３）報償費の支出内容について 

報償費（決算額 957,380 円）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。 

※ 

措 置結果

又 は方針

の内容（時

期 ・内容

等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

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２
７年度の関係書類も提出を求めているところです。 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７８ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（株式会社ちおん関係） 

項 目 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 

監 査結果

の内容 

（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。 

 

※ 

措 置結果

又 は方針

の内容（時

期 ・内容

等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

 

 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。 
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



 

 

監査結果（指摘）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ７９ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  障害福祉課（株式会社ちおん関係） 

項 目 実績報告書等の審査について 

（５）業務日報について 

監 査結果

の内容 

（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。 

 

※ 

措 置結果

又 は方針

の内容（時

期 ・内容

等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

 

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。 

 

 

 

（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 ６３ 
時 期  平成２９年 ４月１１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  住まい政策課 

項 目  市営中ヶ谷住宅及び野上住宅について 

監査結果（意

見等）の内容 

市営中ヶ谷住宅及び野上住宅については、現在、入居者の募集を停止している状
況です。中ヶ谷住宅は平成４年度から募集を停止し、総戸数２４戸中１３戸が入居
中の状態です。野上住宅は平成１０年度から募集を停止し、総戸数２４戸中こちら
も１３戸が入居中の状態です。 

中ヶ谷住宅は昭和２８年、野上住宅は昭和２９年の建設とかなり古いものの、宝
塚市公営住宅等長寿命化計画では両住宅ともに平成２８年度以降に他地域での建
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。 

両住宅の住宅使用料は平成２８年度調定見込額で、中ヶ谷住宅が 1,433,600円、
野上住宅が 1,724,600円となっています。一方、平成２８年度の維持経費見込は両
住宅併せて樹木管理等経費が 918,000円、修繕費等経費が 149,256円となっていま
す。また、野上住宅については敷地を賃借し、平成２８年度の土地賃借料は
7,380,913円となっており、両住宅の維持経費の年間合計見込額は 8,448,169円と
なっています。 

今後３年程度の維持経費は平成２８年度と同水準で推移する見込みとのことで
すが、両住宅ともに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、両住宅ともに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
ら両住宅の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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

 

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。 

（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 ６４ 

時 期  平成２９年 ４月１１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 

項 目  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 

監 査 結 果

（意見等）

の内容 

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 6億円については、
平成２４年度の定期監査において、「本来借地権設定者は保証金を預り金として経
理しなければならないことから、市としては、少なくとも何らかの方法で将来の
保証金返還請求権の返還見込みの把握をしておく必要があるのではないかと考え
ます。」と意見しています。 

このことに対する所管課の取組状況を確認したところ、「借地権設定者が保有す
る保証金 6億円の保全状況等については確認を行っていない。」旨の説明を受けま
した。 

保証金返還請求権に基づく借地への抵当権設定等による保全方法については、
借地権設定者の承諾が必要となることから困難であることは理解できますが、保
証金の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。少なくとも、借地権設定者に
おいてどのように保証金が保全されているか借地権設定者（株式会社）の決算書
等で確認し、必要に応じて保全方法についての協議又は保全方法についての要望
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、その間に借地権設定者の経営状況が大き
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。 

措置結果又

は方針の内

容（時期・

内容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

 

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。 

 

（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 ６５ 

時 期  平成２９年 ４月１１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 

項 目  地方創生関連の交付金と充当先事業の状況について 

監査結果（意

見等）の内容 

地方創生加速化交付金は、一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策として、「地
方版総合戦略」に位置付けられた先駆的な取組の円滑な実施を支援するため、平成
２７年度に国の補正予算により創設された、補助率１０分の１０の国からの交付金
です。 

商工勤労課においてもいくつかの事業が同交付金の対象事業となっています。対
象事業の１つ、空き店舗等出店促進補助金は、空き店舗や古民家への出店を促進す
るため、改装工事に係る経費の一部を補助することにより、空き店舗を減少させ、
にぎわいの創出と活性化を図ることを目的とした事業ですが、予算額 300万円に対
して平成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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

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。 

（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 ６６ 

時 期  平成２９年 ４月１１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 
項 目  宝塚ブランドＰＲ事業等業務委託について 
監査結果（意

見等）の内容 宝塚ブランドＰＲ事業等業務委託は「モノ・コト・バ宝塚」をはじめとする宝塚
ブランドのＰＲ事業の一部を宝塚商工会議所に委託するものであり、「モノ・コト・
バ宝塚」のブランド力の向上と活性化を目指し、事業者向けセミナーや体験ツアー
の開催、ガイドブックの作成等を行っています。 
平成２８年度の宝塚ブランドＰＲ事業等業務委託仕様書を見ると、委託業務内容

として選定業務等の記載があります。選定業務等の具体的な内容は、「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
定証の作成等となっていますが、平成２８年度は前年度に引き続き新資源の選定は
行われず、懇話会も開催されていません。 
所管課からは、「当初は新資源の募集・選定を行う予定であり、懇話会とお披露

目会の開催を併せて仕様書に記載していたが、様々な課題等を踏まえて今後の市の
方針を整理する必要があったため選定業務を行わなかった。年度末までに受託者側
と協議し変更契約を行う。」旨の説明を受けましたが、本来、契約後に新資源の募
集・選定を行わないことを決定した時点で、仕様書から宝塚ブランド選定業務に係
る業務を除いて変更契約を行っておくべきであったと考えます。 
また、委託業務内容のうち、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、いずれも仕様書に、１回以上開催すること、
実施時期、実施場所及び内容等は市と協議の上で決定することがうたわれていま
す。選定資源取扱者向け勉強会、「モノ・コト・バ宝塚」体験ツアーともに、「年度
末である３月中に１回ずつの実施を予定しており、子どもも参加しやすいように春
休み期間中の開催としている。」旨の説明を受けましたが、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。 

※ 
措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 平成２９年７月１１日 措置通知  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。 
（添付資料） 
１ 委託変更契約書 
２ 
３ 









 
監査結果（意見等）事項整理票   

整理番号 年度 番号 
２８ ６７ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  農政課 
項 目  青年就農給付金について 
監査結果（意

見等）の内容 青年就農給付金は、市内で就農した経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に
対して経営開始型の給付金を支給することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後
の定着を図ることを目的としており、全額国の補助金を財源としています。 
市及び関係機関は、当該給付金の給付要件を満たしているかどうか審査するた

め、「チェックシート」を作成し、それぞれの給付要件を満たしているかの確認を
行っています。平成２８年度の申請については、すべての項目で給付要件を満たし
ていましたが、チェックシートにおいては要件を満たしている項目に「ㇾ」を記載
するだけであり、具体的な確認方法は文書上残されていませんでした。具体的な確
認方法については質疑事項回答書にて明らかにされましたが、市が給付要件の審査
を行っている以上、説明責任を果たす必要が生じます。確認方法については文書化
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１
４日となっていました。このことについて「給付金受給者の農作業繁忙期と重なっ
たためである。」旨の説明を受けましたが、これは提出が遅れた理由とはなり得ま
せん。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。 
なお、この給付金については国の補助金を財源としていることから会計検査院の

検査の対象とされており、過去の検査でも給付要件を満たしていない不適切な給付
の事例が報告されています。当市においてもそのようなことが起こらないよう、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。 

※ 
措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 平成２９年７月１１日 措置通知 
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。 
（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 ６８ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  北部振興企画課 

項 目  （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 

監査結果（意

見等）の内容 

この協議会は、新名神高速道路の（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を利活用した、新たなまちづくり及び地域間の交流や
連携、並びに特産品の販売や観光ＰＲなど、様々な施策を検討し実施していくこと
で、同施設の利用向上にも繋げていくことを目的として設置され、協議会の事務局
機能は北部振興企画課が担っています。 

また、協議会は市の負担金のみで運営されており、負担金の収支状況は下表のよ
うになっていました。 

   （単位：円） 

 負担金 決算額 余剰金 

H24 108,900 15,120 93,780 

H25 191,700 132,340 59,360 

H26 820,000 475,102 344,898 

H27 820,000 430,789 389,211 

 

平成２６年度に負担金は82万円に増額されましたが、その際の積算内容は、協議
会を年に３回、部会を年に５回開催するものとなっていました。しかしながら、協
議会については年１回しか開催されておらず、これにより毎年40万円弱の余剰金が
発生しています。この余剰金は平成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。 

このことについて、「平成２８年度も昨年度とほぼ同額の余剰金が発生する見込み
であるが、平成２９年度に向けてはこれまで実施できなかった試作品の販売の取組
を進めるなど、協議会の活動を増やしていく予定である。」旨の説明を受けましたが、
未確定の協議会活動のために安易に余剰金を繰越すことは、使途が不明瞭な資金を
生じさせることにつながり、財源が市の負担金となっていることからも問題ではな
いかと考えます。 

これまでの繰越金については、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、市を挙げて行財政運営アクションプランの取組を推進してい
る中、不必要な繰越金が協議会において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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成  年  月  日 措置通知 

（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。 

（添付資料） 

１(平成 29年 4月 1日改正)（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設置要綱 
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（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設置要綱  

（目的） 
第１条 新名神高速道路の（仮称）宝塚サービスエリア（以下「宝塚ＳＡ」という。）及び（仮称）

宝塚北スマートインターチェンジ（以下「宝塚北Ｓ－ＩＣ」という。）を利活用した、新たなま

ちづくり及び地域間の交流や連携、並びに特産品の販売や観光ＰＲなど、様々な施策を検討し

実施していくことで、地域の活性化を図るとともに、宝塚ＳＡ及び宝塚Ｓ－ＩＣの利用向上に

も繋げていくことを目的とする。  
（設置） 
第２条 前条の目的を達成するため、宝塚ＳＡ及び宝塚北Ｓ－ＩＣ利活用等地域活性化推進協議

会（以下「推進協議会」という。）を設置する。  
（所掌事務） 
第３条 推進協議会は、第１条の目的を達成するため、次の利活用計画に係る検討を実施する。 
（１） 宝塚ＳＡ及び宝塚Ｓ－ＩＣを活かした地域活性化 
（２） 地域の農業・産業の活性化 
（３） 既存の観光資源の活用と新たな集客方策 
（４） 環境の視点からの活用 
（５） 防災拠点としての活用  
（６） 周辺道路整備に関する調整 
（７） その他必要な事項  
（組織） 
第４条 推進協議会は、別表に掲げる構成団体において選出された代表者（以下「構成員」とい 
う。）をもって組織する。 
２ 推進協議会には、会長及び副会長を置く。 
３ 会長は構成員の互選によってこれを定める。 
４ 会長は推進協議会を代表し、推進協議会を総括する。 
５ 副会長は、会長が指名する。 
６ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。  
（運営） 
第５条 推進協議会は、次の各号により運営する。 
２ 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。 
３ 推進協議会構成員がやむを得ず推進協議会に出席することが困難なときは、代理出席とする

ことができる。 
４ 会長は、必要に応じ構成員以外の者を推進協議会に出席させ、意見を聴取することができる。  
（任期） 
第６条 構成員の任期は、第１条に掲げる目的を達成するために必要な期間とする。  
（事務局） 
第７条 推進協議会の事務局は、宝塚市産業文化部産業振興室北部振興企画課に置く。   
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（経費） 
第７条の２ 推進協議会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日とし、各年度の活動経費は、

宝塚市が予算の範囲内において負担する。 
  
（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。  
附則 
この要綱は、平成２４年（２０１２年）１１月１３日から施行する。  
附則 
この要綱は、平成２７年（２０１５年）４月１日から施行する。  
附則 
この要綱は、平成２９年（２０１７年）４月１日から施行する。  
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別表（第４条関係） 

 

名  称 

宝塚商工会議所           

宝塚市商店連合会          

宝塚市国際観光協会         

兵庫六甲農業協同組合        

                  

宝塚市花き園芸協会         

                  

西谷農会連合会           

 

西谷自治会連合会          

                  

西谷地区まちづくり協議会      

                  

社団法人兵庫県トラック協会     

                  

公益社団法人兵庫県バス協会     

 

学識経験者             

 

国土交通省近畿地方整備局 

 

兵庫県阪神北県民局 

 

西日本高速道路㈱関西支社 

 

宝塚市  



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２８ ６９ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  観光企画課 

項 目  宝塚市国際観光協会との役割分担について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚市国際観光協会（以下「観光協会」という。）に対する平成２８年度補助金
交付決定額の合計は約5,113万円となっており、当該補助事業の事業費の合計約
6,431万円に対する、市の補助金の割合は79.5％、観光協会の負担割合は4.2％、そ
の他（参加費収入等）の割合は16.3％となっています。 

当該補助事業に係る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、
終期が明記されていない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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 

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。 

（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 ７０ 

時 期  平成２９年 ４月１１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  観光企画課 

項 目  宝塚だんじりパレード事業補助金交付要綱について 

監査結果（意

見等）の内容 

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。 

※ 
措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年７月１１日 措置通知 
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。 

（添付資料） 
１ 
２ 
３ 


