
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）

29 決算審査 1
上下水道
局（水道）

経営状況について

　長期的な安定経営に向け、宝塚市水道事業経営戦略に
掲げた経営健全化に向けた取組にとどまらず、なお一層
経営の効率化に努めてください。

　今後とも、宝塚市水道事業経営戦略に掲げた経営健全
化に向けた取組の着実な実行により、経営の効率化に努
めます。また、予算編成におけるマイナスシーリングの実
施や予算執行方法の精査による経常経費の削減、さらに
資産の有効活用等による収益確保に努めるなど、一層の
経営の効率化に努めていきます。

29 決算審査 2
上下水道
局（水道）

宝塚市水道ビジョン
２０２５及び宝塚市
水道事業経営戦略
について

　管路の耐震化率、管路の耐震適合率及び管路の更新率
の実績が指標を下回っていました。年水道ビジョンの内容
を実現するために必要な予算を確保して、投資していくの
が水道経営戦略の在り方であると考えます。将来的に計
画期間の最終年度の目標値を達成できるよう、各年度に
おいても計画的に推進してください。
　また、水道経営戦略に掲げた経営健全化に向けた取組
の実績は効果額を下回っています。平成２９年度以降、新
たに発生が見込まれる効果額もありますので、当年度の
効果額が継続して確保されるよう、引き続き取組を進めて
ください。

　平成２８年度に発生した効果額については、今後も継続
的に確保されるよう着実な取組を進めていきます。また、
平成２９年度以降、新たに発生が見込まれる効果額につ
いても、効果額が確保されるよう取組を進めます。

29 決算審査 3
上下水道
局（水道）

臨時用水道料金に
ついて

　滞納整理簿は作成されていたものの、督促状の未発送
等一部不適切な事務処理が見受けられ、また、分納等の
期別金額を下回る額の一部入金が認められていなかった
ことや、前納金を超過して滞納しても給水停止が執行され
ていないこと等があり、まだまだ十分な対応とは言えませ
ん。
　一般用水道料金と同様の滞納整理業務を行い、滞納額
の解消に努めてください。また、臨時用水道料金に係る使
用状況等を分析して、前納金額の適正性について検証す
る必要があります。高額な滞納が発生しにくい制度の在り
方についても検討してください。

　臨時用水道料金の債権管理業務は滞納整理簿の作成
でとどまっております。督促状の未発送、一部入金の未納
や前納金超過分の滞納における給水停止等の執行につ
いて、今後、実施に向けて取組を進めてまいります。
　滞納整理のあり方については他市参考事例を調査し、積
極的に吸収したいと考えております。また、前納金の設定
金額についても、引き上げ等の改定の可能性を考え、一
事業者単位での平均的な納付金額合計及び追徴回数等
を算出するなどして、関係課と協議し検討してまいります。

・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

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）

29 決算審査 4

上下水道
局（下水
道）

経営状況について

　平成２８年度第２期分から平均18.5％の料金改定を行い
ましたが、今後の経営計画によれば、平成３３年度まで毎
年度当年度純利益が見込まれており、平成３３年度の次
年度繰越利益剰余金は29億804万円と試算されています。
長期前受金戻入や企業債の償還が、資金繰りに大きな影
響を与えることは一定理解できますが、決算書上において
毎年度純利益が発生し、繰越利益剰余金が増加していくこ
とが予測される中で、資金不足を理由として更なる料金改
定を行うことは、市民の理解を得るのは容易ではないと考
えます。
　料金改定の検討をするに当たっては、市民の十分な理
解を得られるよう、丁寧で分かりやすい説明を行うよう努め
てください。

　毎年度純利益が発生し、繰越利益剰余金が増加していく
ことが予想される中で、資金不足を理由として更なる料金
改定を行うことについて、市民の理解を得るのは容易では
ないと考えています。
　宝塚市上下水道モニター会議や自治会連合会、ネット
ワーク会議、まちづくり協議会、出前講座など、あらゆる機
会を捉えて、分かりやすく丁寧な説明に努めていきます。
また、広報やホームページへの掲載方法を見直し、内容を
工夫し、これまで以上にわかりやすい広報に努めていきま
す。

29 決算審査 5

上下水道
局（下水
道）

宝塚市下水道ビ
ジョン２０２５及び宝
塚市下水道事業経
営戦略について

　投資面における下水道（雨水）施設整備延長比率、重要
な汚水管路の耐震化率、管渠改善率、水洗化率について
は指標を達成できていませんでした。ビジョンにおける計
画期間の最終年度の目標値を達成できるよう、各年度に
おいても計画的に取り組んでください。
　また、経営戦略の経営健全化に向けた取組項目の実績
は効果額を上回っています。平成２９年度以降にも管路維
持業務の包括委託のような新たな取組が予定されていま
すので、今後とも決算の状況を踏まえつつ、必要に応じて
経営健全化の取組の見直しについても検討してください。

　経営健全化については、宝塚市下水道事業経営戦略に
掲げた経営健全化に向けた取組の着実な実行により、経
営の効率化に努めます。
　また、予算編成におけるマイナスシーリングの実施や予
算執行方法の精査による一層の経営の効率化に努めてい
きます。
　同時に、経営健全化の取組状況についても検証し、必要
に応じて見直しを行なっていきます。

29 決算審査 6

上下水道
局（下水
道）

一般会計繰入金の
精算について

　一般会計からの繰入金の精算については、いまだ繰入
金の在り方についての整理がされていません。各公営企
業においては、毎年度繰入超過又は繰入不足が生じてい
ますが、これでは繰出基準に基づく適正な繰入金とはいえ
ません。合理的な精算方法について検討をする必要があ
ると考えます。

　繰入金の精算については、繰入超過または繰入不足が
生じない合理的な精算が行なえるよう、現在、市と協議中
です。
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29 決算審査 7

上下水道
局（下水
道）

徴収計画について

　下水道使用料の徴収計画について、債権の名称と具体
的な金額を除き、内容は水道料金と同じでした。
　水道料金と下水道使用料は、以前から併徴が行われて
います。しかしながら、水道料金が私債権（消滅時効期間
２年）であるのに対し下水道使用料は強制徴収公債権（消
滅時効期間５年）です。水道料金債権が時効により消滅し
た後も、下水道使用料債権のみが引き続き存在することに
なるため、下水道使用料のみの未収金対策に取り組む必
要があります。
　性格の異なる水道料金と下水道使用料について、内容
の全く変わらない徴収計画を策定していることは計画の形
骸化としかいえません。徴収計画は条例に基づくものであ
ることを念頭に置き、取り巻く状況や課題等を整理した上
で、下水道使用料にふさわしい徴収計画を作成し、計画的
な滞納整理に努めてください。

　金額以外は、水道・下水道ともに全く同じ内容であり、本
来の徴収計画の趣旨を正確に捉えていなかったものと考
えています。
　併徴が行われているという認識のもとで両債権を捉えて
きた経緯があり、それぞれの債権の性格にまで踏み込ん
だ徴収計画の策定になっていなかったことは反省点である
と受け止めております。
　今後は、水道料金債権と下水道使用料債権の性格並び
に法制上の差異について、十分に理解して本年度以降の
徴収計画の策定に生かし、計画的な滞納整理に努めてま
いります。

29 決算審査 8

上下水道
局（下水
道）

変更契約について

　公共下水道（第51工区）川面二号雨水幹線排水施設付
帯工事については、第１回変更契約において当初契約比
327.7％という大幅な増額がされていました（第２回変更契
約において減額があり当初契約比319.5％となっていま
す）。
　第1回設計変更による増額が1,258万円となるにもかかわ
らず、概算で500万円の指示書を交付したことについて、発
行時における積算内訳を確認しましたが、十分な説明はあ
りませんでした。これでは、総務部長通知と整合させるた
めに金額を500万円にしたという疑念を持たれかねませ
ん。工事等の発注に当たっては、設計の段階から現場確
認や積算を詳細に行い、設計変更ができる限り発生しない
よう、適正な当初設計の策定に努めるべきですが、予期し
ない事情等によりやむを得ず設計変更が必要となる場合
には、積算を明確に行い、適正な手続を経て行うようにし
てください。

　指示書に関しては、上下水道局発注工事においても、総
務部長通知に従い、事務処理を徹底いたします。予期しな
い事情等により、やむを得ず、請負金額の３０%以上の増
額となる場合や上限の500万を超える場合は、管理者まで
の特別決裁後、速やかに変更設計を行う体制をとり、変更
契約締結後に施工を行うことといたします。
　今後は、大幅な設計変更が生じないよう、当初設計の段
階から適切な現場条件の把握に努め、設計変更ができる
限り発生しないよう、当初設計の策定に努めてまいりま
す。

29 決算審査 9 市立病院 経営状況について

　経営改善の方針及び対策については、具体的で詳細な
内容とそれに対する手段や方法を明確にしていくことが必
要であると考えます。
　早期の単年度損益の黒字化に向けて、引き続き経営改
善に取り組んでください。

①地域連携強化は、医療機関への訪問や診療情報提供
書の内容充実、地域の医療機関職員への研修の実施など
により行っていきます。②継続的な職員への目標周知は、
メールや朝礼、経営会議、運営会議で行っています。③高
額で収益性の低い薬の同効薬への切り替えの推進は、薬
事委員会の委員長を病院長に変更して病院を挙げての体
制とします。④手術室稼働率向上に向けて、手術枠の見
直しなどを行います。⑤人件費抑制に結びつく、多様な働
き方への適応や期中の正規職員不補充を実施するととも
に、職員の採用を経営会議に諮り、必要性を慎重に審議し
ます。以上、早期の単年度経常損益の黒字化の達成に向
けて、引き続き取り組んでいきます。
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29 決算審査 10 市立病院
退職給付債務の見
込差額について

　平成２７年度の退職給付債務額は組合からのデータが
決算処理に間に合わなかったため、公営企業独自に試算
したところ、実額より多額の不足が生じていることが判明し
ました。この差額を特別損失として計上しなかった理由に
ついて、「平成２８年６月時点で試算額とは約5千万円の差
であり、通常数千万円の差額であれば費用として処理して
いる。平成２９年５月に差額が約1億円であることが判明し
たが、この時点では補正予算に計上するタイミングがな
かった。」旨の説明を受けました。
　平成２８年６月時点で特別損失を補正予算に計上すべき
であったと考えます。また、数千万円の差額を誤差とする
見解には、決算において「正確を期す」という考え方が不
足しているのではないかと感じざるを得ません。大きな差
額が出ない計算方法等について検討し、止むを得ず大き
な差額が生じた場合にも、速やかに補正予算で対応する
等、実態を反映した正確な決算書となるよう努めてくださ
い。

　調整額が改定されていたことが影響し、当院での退職給
付債務の額の試算と実額との間に大きな差額が生じまし
たので、退職金の算出方法が改定されていないか情報を
確実に収集していきます。
　また、ご指摘のとおり、止むを得ず大きな差額が生じた場
合にも、速やかに補正予算で対応する等、実態を反映した
正確な決算書となるよう努めていきます。

29 決算審査 11 市立病院

医業費用の増加に
ついて
　（ア）給与費等に
ついて

　給与費比率は近隣市と比較して決して高い数値とはなっ
ていませんが、給与費比率、人件費比率ともに前年度より
増加しています。
　宝塚市立病院改革プラン２０１７における収支計画では、
平成２９年度の給与費比率は57.2％となっており、この計
画を達成するには、大幅な給与費の削減又は医業収益の
増加が求められることとなります。同プランでは「給与費を
収益に見合った適切な水準に制御する必要があります。」
とされていますが、これらの具体的な方策を、今後検討し
ていく必要があると考えます。

　総正規職員数の抑制として、年度中の退職は原則不補
充とし、多様な働き方（嘱託職員・臨時職員）を活用する。
　時間外勤務手当の抑制として、管理者・病院長が、時間
外勤務が月80時間を超える医師及びその所属長に対しヒ
アリングを行い、抑制に努めるよう指示した。
　報償費の削減として、管理者・病院長より、報償費の金
額が大きい診療科の長に対し、応援医師の効率的に活用
し、増大を抑えるよう指示した。
　以上のとおり、アクションプランに掲げた項目に取り組ん
でいくことで、給与費抑制に努めます。

29 決算審査 12 市立病院

医業費用の増加に
ついて
　（イ）材料費につ
いて

　材料費のうち、薬品費が大幅に増加しています。材料費
比率が増加している状況を鑑みるに、今後、材料費につい
ても医業収益に見合った適切な水準となるような対策が必
要なのではないかと考えます。

　平成２９年度より、薬事委員会の組織と規則を変更し、薬
の採用や変更について患者に必要な薬の使用と薬剤費用
という視点からも論議する体制として、薬の適正な使用や
後発医薬品の使用の促進を進めています。
　また、感染対策委員会では、感染症のアウトブレイクの
防止について論議、提言され、感染症対策を進めていると
ころです。
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29 決算審査 13 市立病院
受託研究費等の使
途について

　購入した器械備品（ノートパソコン）の機種決定方法を確
認したところ、「購入する部署からの要求に基づき、その使
途、仕様を確認している。」旨の説明を受けました。しかし
ながら、本当に当該機種でなければならない理由があるの
か疑問を感じざるを得ず、仕様基準に基づく選定を行うべ
きではないかと考えます。
　現在の病院事業の経営状況、受託研究費等の減少傾向
を鑑みるに、今後は予算額及び支出基準等について、見
直す余地があるのではないかと考えます。

　受託研究費等は、公金としての支出に馴染まないもの以
外は、使途の範囲内で各部署の自主性を尊重して、支出
を認めていますが、より適切な支出となるよう努めていきま
す。

29 決算審査 14 市立病院
修繕費から固定資
産勘定への振替に
ついて

　単なる部品の交換や建物に付随する設備の修繕等、そ
の費用は建物全体の取得金額に比べ非常に小さく、建物
全体の機能を高めたと判断するのは難しいのではないか
と考えます。
　修繕費は損益計算書上、全額「費用」として処理されます
が、固定資産へ振り替えると固定資産の「減価償却費」とし
て処理され、耐用年数に応じて毎年度費用化されるため、
結果として当該年度の収支が改善されることとなります。
固定資産への振替は明確な基準、運用の下になされるべ
きであると考えます。基準の見直し等も含めて、今後、適
切な固定資産への振替となるよう検討してください。

　基準は適切だと考えますので、単なる部品の交換か、耐
用年数の延長もしくは機能の向上に当たるかをより慎重に
判断し、適切な固定資産への振替となるよう検討していき
ます。

29 決算審査 15 市立病院
未収金対策につい
て

　連帯保証人から分納で払いたい旨の連絡があり、さらに
分納額の打診があったにもかかわらず、最終的に時効と
なってしまった事例や、弁護士事務所へ債権回収を依頼し
た場合において、依頼後は弁護士事務所からは請求書を
送付しているだけであり、その期間も約１年経過していると
見受けられる事例がありました。
　弁護士事務所に債権回収を依頼した後も、これまで以上
に連携を密にしながら、債権の状況を常に把握するととも
に、債権管理マニュアルに基づく早期対応を前提とした取
組を促進することによって、安易な不能欠損処理や債権放
棄とならないよう、適切な債権管理に努めてください。

　弁護士事務所に債権回収を依頼した後も、これまで以上
に連携を密にしながら、債権の状況を常に把握するととも
に、債権管理マニュアルに基づく早期対応を前提とした取
組を促進することによって、安易な不納欠損処理や債権放
棄とならないよう努力します。

※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。


