
 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（水道事業会計） 

項 目  経営状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

当年度末の給水人口は、前年度に比べ 429人、0.2％増加し、年間総配水量は 96,288

㎥、0.4％増加しました。また、年間有収水量は前年度に比べ 44,621 ㎥、0.2％増

加しましたが、有収率は 0.2 ポイント低下し、95.4％となっています。 

当年度決算は、総収益が 44 億 1,060 万円、総費用が 40 億 8,676 万円で、差引き

3億 2,383 万円の当年度純利益（前年度 1億 7,564 万の純利益）が生じています。

その結果、当年度未処分利益剰余金は、前年度の繰越利益剰余金 16 億 1,747 万円

に当年度純利益を加え 19 億 4,131 万円となりました。 

当年度の総費用は、前年度と比較すると 1億 5,637 万円減少しています。これは、

営業費用が 1億 4,821 万円、営業外費用が 744 万円、特別損失が 71 万円減少した

ことによるものです。また、総収益は 817 万円減少しています。これは、営業収益

が 1,990 万円、特別利益が 3,725 万円増加したものの、営業外収益が 6,534万円減

少したことによるものです。 

中長期の経営見通しとして、収入面については、「給水収益については、平成３

１年度までは人口増加等により微増し、その後減少すると見込んでいる。また、分

担金収入については、大規模な開発が減少し、マンション等の小規模開発による収

入が中心となるため、今後は減少すると見込んでいる。」旨の説明を受けました。

支出面については、「宝塚市水道事業経営戦略に掲げた経営健全化に取り組み、経

費削減に努めても、平成２９年度以降赤字が続き、平成３２年度の小林・亀井浄水

場跡地活用の効果額により一時的に黒字となると見込まれる。」旨の説明を受けま

した。 

今後とも、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 
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２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ２ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（水道事業会計） 

項 目  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 

監査結果（意
見等）の内容 

平成２８年１２月に宝塚市水道ビジョン２０２５（以下「水道ビジョン」という。）

及び宝塚市水道事業経営戦略（以下「水道経営戦略」という。）が策定されました。

当年度は計画期間の初年度であることから、平成２８年度における指標と実績に対

する評価について確認しました。 

このうち、特に管路の耐震化率、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。この理由として、「指標を達成するために必要な予算を確

保できなかった。」旨の説明を受けました。年度の途中に水道経営戦略が策定され

たため予算と不整合が生じたことや、阪神水道企業団からの受水に伴う整備事業等

の諸事情があったことは理解できますが、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（平成３７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効果額については、第２

次宝塚市行財政運営アクションプランの効果額と同額とし整合性を図りつつ作成

されています。 

平成２８年度の実績は合計 3,651 万円であり、水道経営戦略での合計 3,856 万円

を 205 万円下回っています。これについては、「水道配水施設管理業務委託におい

て、水道経営戦略を上回る実績が発生したものの、職員配置の見直し等において、

人件費を職員の平均値で算出しているため実績との差額が生じた。」旨の説明を受

けました。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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ３ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（水道事業会計） 

項 目  臨時用水道料金について 

監 査 結 果
（意見等）
の内容 

臨時用水道料金は、宝塚市水道事業給水条例第２９条第１項において「工事その

他の事由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際管理者が定め

る概算料金を前納しなければならない」、及び同条第２項において「概算料金は、

水道の使用をやめたとき精算する」と定められています。また、臨時用水道料金に

おける前納金は、口径 13～20ｍｍの場合 70,000 円、25ｍｍの場合 150,000 円、40

ｍｍ以上の場合 300,000 円よりとされています。 

平成２８年度に債権放棄を行った使用者人数は 203人、債権放棄額の合計は 201

万円であり、債権放棄額上位 10 人における債権放棄の理由及び債権放棄に至った

経過を確認したところ、臨時用水道料金に係る債権放棄が１人含まれていました。

また、20万円以上の高額滞納者 40 人のうち９人が前納金を大きく上回る臨時用水

道料金を滞納していました。 

臨時用水道料金の債権管理業務については、昨年度の決算審査において、一般用

水道料金に係る債権管理業務と比較して公平性の観点から問題があったことから、

滞納整理簿の作成による未収金対策の徹底、また、前納金超過分の滞納や債権放棄

の事例が見受けられたことから、前納金制度の在り方についても検討されるよう意

見したところです。 

しかしながら、滞納整理簿は作成されたものの、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。 

今後は、臨時用水道料金についても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、臨時用水道料金が前納金を大きく上回

るのであれば、臨時用水道料金に係る使用状況等を分析して、前納金の金額の適正

性について検証する必要があります。前納金の金額の適正化等、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

 臨時用水道料金の債権管理業務については、現在のところ、滞納整理簿を作成す
るところまでに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の場合における給水停止
等の執行について、今後、一般用水道料金との均衡性の観点から実施に向けて取組
を進めてまいります。 

 現行の臨時用水道料金の徴収については前納を前提としており、水道メーター検
針の後に料金を徴収する一般用水道料金とは異なる体系でありますので、その滞納
整理のあり方については他市参考事例を調査し、本市で取り込める内容については
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。 

 

（添付資料） 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  経営状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

当年度末の供用開始区域内人口は、前年度に比べ 528 人、0.2％増加し、年間総

処理水量も 575,855 ㎥、2.2％増加しました。また、年間有収水量は前年度に比べ

60,908 ㎥、0.3％増加しましたが、有収率は 1.6 ポイント低下し、85.0％となって

います。 

当年度決算は、総収益が 45 億 5,378 万円、総費用が 40 億 1,421 万円で、差引 5

億 3,956 万円の当年度純利益（前年度 1億 5,793 万円の純利益）が生じています。

下水道事業は、平成２０年度以降赤字となっていましたが、前年度８年ぶりに純利

益を計上したのに続き、当年度も純利益を計上しました。 

当年度の総費用は、前年度と比較すると 1,026 万円増加しています。これは、営

業外費用が 5,102 万円減少したものの、営業費用が 6,033 万円、特別損失が 95 万

円増加したことによるものです。また、特別利益が 1,505 万円減少したものの、営

業収益が 3 億 5,381 万円、営業外収益が 5,313万円増加したことにより、総収益は

3億 9,189 万円増加しました。 

当年度の資本的収支については、企業債収入、他会計負担金及び他会計出資金等

による収入 11億 9,290万円、企業債償還金等による支出 32 億 1,797万円によって、

20億 2,506 万円の資金不足が生じましたが、損益勘定留保資金、消費税及び地方消

費税資本的収支調整額で補てんしています。 

下水道事業については、平成２８年度第２期（６月請求）分から平均 18.5％の料

金改定を行いましたが、中長期の経営見通しとして、「下水道使用料については、

料金改定の影響を除けば、人口の増加に伴い平成３１年度まで微増で推移し、その

後水洗化人口の減少に伴って微減で推移すると見込んでいる。また、一般会計繰入

金については、算定根拠である企業債の元利償還金の減少に伴い今後も減少してい

くと見込んでいる。一方、費用については、支払利息は減少していくものの、管渠

費等、その他の費用は削減が難しい状況である。特に汚水処理については、市の処

理場を保有していないため、今後も毎年ほぼ一定の汚水処理負担金を負担し続ける

必要がある。」旨の説明を受けました。そして、今後更なる料金改定のスケジュー

ル等については、「平成２８年度決算、平成２９年度の経営状況と、今後の社会情

勢の変化も踏まえ、平成３０年度に検討する。」旨の説明を受けました。 

しかし、上下水道局から示された今後の経営計画によれば、下水道事業において

は平成３３年度にかけて毎年 3億 8,000 万から 5億 1,000 万程度の当年度純利益が

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。また、同期間中、毎年度約 21 億円の現金の支出を伴わない非資金費

用である減価償却費も見込まれています。「従来であれば、当年度純利益と減価償

却費を合わせた金額が毎年度企業債の償還に充てられていた。しかし、平成２６年

度決算における会計制度の変更により計上された現金収入を伴わない収益である

長期前受金戻入が毎年度約 7億円見込まれており、この影響額を差し引くと企業債

の償還費用に充てる資金が不足する。」旨の説明を受けています。長期前受金戻入

とは、償却資産の取得又は改良に伴い交付される補助金、一般会計負担金等につい

て「長期前受金」として負債（繰延収益）に計上した上で減価償却見合い分を順次

収益化し、これを「長期前受金戻入」として営業外利益に計上するもので、現金収

入を伴わないにもかかわらず収益計上されるものです。 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  経営状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

これら長期前受金戻入や企業債の償還が、下水道事業における資金繰りに大きな

影響を与えることは一定理解できますが、今後決算書上においては毎年度純利益が

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、現況の資金不足を

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。 

今後、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

 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は、市民の理解を得るのは容易
ではないと考えています。 

 そのため、下水道事業の経営状況について、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、出前講座などを通じて、下水道
事業の経営状況を説明させていただくなど、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、
市民の方に分かりやすい内容となるよう工夫し、これまで以上にわかりやすい広報
に努めていきます。 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 

（１）今後の経営計画　概要 （単位　千円）

区　　　　　　分 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

経常収益(a) 4,552,491 4,520,845 4,503,247 4,427,301 4,385,329 4,337,921

経常費用(b) 4,012,880 4,133,489 3,988,594 3,989,789 3,948,323 3,899,736

経常利益(c)a-b 539,611 387,356 514,653 437,512 437,006 438,185

特別利益(d) 1,293 93 93 93 93 93

特別損失(e) 1,340 926 926 926 926 926

当年度損益(f)c+d-e 539,564 386,523 513,820 436,679 436,173 437,352

未処分利益剰余金(g) 前年度のi+f 697,501 1,084,024 1,597,844 2,034,523 2,470,696 2,908,048

利益処分案(h) 0 0 0 0 0 0

次年度繰越利益剰余金(i)g-h 697,501 1,084,024 1,597,844 2,034,523 2,470,696 2,908,048



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  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 

監 査 結 果
（意見等）
の内容 

平成２８年１２月に「宝塚市下水道ビジョン２０２５（以下「下水道ビジョン」

という。）」及び「宝塚市下水道事業経営戦略（以下「下水道経営戦略」という。）」

が策定されました。 

当年度は、計画期間の初年度であることから、平成２８年度における各指標と

実績値の達成状況を確認しました。 

これらのうち、特に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することができて

いませんでした。その理由について、「下水道（雨水）施設整備延長比率について

は、都市計画道路築造の遅延に伴う工事の遅れが原因である。重要な汚水管路の耐

震化率及び管渠改善率については、国庫補助金をベースに事業を行ったため、優先

度の高いものから工事を執行したことによるものであるが、今後は計画に基づき耐

震化及び改善率の向上に努める。水洗化率については、非水洗化世帯の水洗化件数

が計画よりも少なかったものであり、今後とも引き続き水洗化率の向上を図ってい

く。」旨の説明を受けました。今後、ビジョンにおける計画期間の最終年度（平成

３７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効果額は、第２次宝塚市行財政

運営アクションプランの効果額と同額とし整合性を図り作成されています。当年度

の実績は、経営戦略における効果額 3 億 7,583 万円に対し決算値は 3億 9,646 万円

と 2,063 万円上回っています。このことについて、「組織の見直し・適正な人員配

置、総人件費の抑制の項目について、一定の効果を上げることはできたが、指標と

差が生じた。これは計画策定時の職員構成見込みが決算時と異なるためである。料

金体系については、有収水量の増量を差し引いても効果額以上の実績が上がった。」

旨の説明を受けました。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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

 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。 

 

 

 

（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 

２９ ６ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  一般会計繰入金の精算について 

監査結果（意
見等）の内容 

地方公営企業は、企業性（経済性）の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本原則

とするものであり、その経営に要する経費は経営に伴う収入（料金）をもって充て

る独立採算制が原則とされていますが、地方公営企業法第１７条の２において、①

その性質上企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び②そ

の公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもっ

て充てることが客観的に困難であると認められる経費等については、一般会計等が

負担するものとされており、この経費負担区分ルールについては毎年度「繰出基準」

として総務省から各地方公共団体に通知されています。 

今回、当年度の下水道事業に係る一般会計からの繰入金の状況について確認した

ところ、繰出基準に基づいて計算された額が 18億 4,890 万円（前年度 18億 333 万

円）であったのに対し、一般会計からの繰入金として受け入れた額は 18億 8,275

万円（前年度 17億 7,688万円）となっており、3,385万円の繰入超過（前年度 2,645

万円の繰入不足）が生じています。 

繰入超過が生じたことについて確認したところ、「下水道事業会計の繰入金につ

いては、算定基礎である流域下水道負担金が市の３月補正の編成段階では正確な金

額が算定できず、１会計年度内での精算が困難であるため、決算後、２会計年度に

わたる精算であれば可能であることから、このような精算方法について市に提案し

ている状況である。」旨の説明を受けました。 

これら一般会計からの繰入金の精算については平成２５年度公営企業会計決算

審査意見書において意見をしたところでありますが、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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ７ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  徴収計画について 

監査結果（意
見等）の内容 

宝塚市債権管理条例（以下「条例」という。）第６条及び第８条の規定により、

上下水道事業管理者はその債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定す

るものとされています。宝塚市債権管理条例施行規則第３条は、条例第６条の規定

に基づき、徴収計画の記載事項として、①市の債権の名称、②未収の状況、③目標

とする徴収額及び徴収率、④前年度までの取組、⑤当該年度以後の取組、⑥①から

⑤のほか、市の債権の管理について必要な事項を規定しています。 

今回、当年度の下水道使用料の徴収計画を確認しましたが、債権の名称と具体的

な金額を除き、目標とする徴収率、前年度までの取組状況、当該年度以後の取組、

年間事務スケジュールの内容は、全て水道料金のものと同じでした。 

水道料金と下水道使用料は、以前から併徴が行われており、現在の包括業務委託

における収納業務においても、委託業者は両者を併せて収納しています。しかしな

がら、債権管理上水道料金が私債権であるのに対し下水道使用料は強制徴収公債権

であり、消滅時効期間について水道料金は２年であるのに対し下水道使用料は５年

とされています。ある使用者に係る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。さらに、水道料金と併徴といっても臨時用水道料

金のような前納の制度は下水道使用料にはありません。 

このように、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、下水道使用料を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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

 宝塚市債権管理条例で定める徴収計画については、債権の徴収に関して毎年度の

目標としての重要な計画でありますが、現在定めているものについて、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。 

 水道料金と下水道使用料とについては、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。 

 

 

（添付資料） 
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２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ８ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  変更契約について 

監査結果（意
見等）の内容 

今回、上下水道局が締結した工事契約のうち、設計変更がなされたものの状況等

を確認しました。そのうち、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（工事番号：下水 27Ｍ－012）については、当初契約金額が 5,527,440 円

であったところ、平成２８年３月３０日付け第１回変更契約において、12,587,400

円の増額、変更後契約金額 18,114,840 円、当初契約比 327.7％という大幅な変更が

されていました（その後、平成２８年５月２５日付け第２回変更契約において、

456,840 円の減額、変更後契約金額 17,658,000 円、当初契約比 319.5％となってい

ます）。 

そこで、第１回変更契約の経過を確認したところ、平成２８年２月１日付けで上

下水道事業管理者の決裁を経た上で、請負業者へ指示書を交付した旨の説明を受け

ました。この際の指示書の金額は 500 万円でした。その後、指示書の内容は概算で

あることから変更内容を精査し、平成２８年３月２５日付けの起案で上下水道局長

の決裁を経て、３月３０日付けで変更契約を締結した旨の説明を受けました。 

変更契約における手続については、平成２７年１月９日付け市総務部長発各部長

あて「契約事務に係る設計・契約変更の適正な執行について（通知）（以下「総務

部長通知」という。）」において、「①契約変更は、当初請負金額の 30％以内とする。

そのため、当初請負金額の 30％を超える工事は原則として別契約とする。ただし、

変更内容等により、分離して施工することが著しく困難であり、分離しても現施工

業者と特名随意契約となる可能性が高い場合においては、この限りでない。②出来

高精算による変更契約については、変更請負金額の大小にかかわらず指示書を必ず

添付すること。また、指示書の変更見込限度額は 500 万円であるので、指示による

変更見込額が 500万円を超える場合は、必ず変更契約締結後に施工を行うこと。」

等が工事請負契約等の設計・変更についての基本事項として通知されています。水

道事業及び下水道事業における契約の方法及び締結並びに履行については宝塚市

契約規則を準用するとされている（宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程第９１

条）ことから、下水道事業の契約事務に係る設計・契約変更についても総務部長通

知によるべきと考えます。 

今回、設計変更による増額が 1,258 万円となるにもかかわらず指示書の金額が総

務部長通知における上限の 500 万円であったことから、指示書発行時における概算

の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。 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ８ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  変更契約について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 
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監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ９ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  経営状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

当年度決算は、総収益が 114 億 3,209 万円、総費用が 116 億 8,823 万円で、差引

き 2億 5,613 万円（前年度 1億 2,607 万円）の当年度純損失が生じています。その

結果、当年度未処分利益剰余金は、前年度からの繰越利益剰余金 12 億 8,957 万円

を加えて 10 億 3,344 万円となりました。当年度純損失については、前年度と比較

すると 1億 3,005 万円の増加となっています。 

当年度の資本的収支については、5 億 9,625 万円の資金不足が生じましたが、補

てん財源である消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金等で補

てんしています。 

純損失増加の主な要因についてみると、収益面では、医業収益について、前年度

の収益と比較すると、入院収益が 2億 7,990 万円、外来収益が 1億 3,134 万円、そ

の他医業収益が 4,443 万円いずれも増加し、これらを合わせた医業収益の増加額は

4億 5,569 万円となっています。他に、特別利益の過年度損益修正益が 332万円の

減少、医業外収益が 1,855万円の増加等、事業収益全体では差引き 4 億 7,093 万円

の増加となっています。 

一方費用面では、医業費用について、資産減耗費が 918 万円、減価償却費が 788

万円いずれも減少したものの、給与費が 4億 2,852万円、材料費が 1億 4,225万円

増加し、医業費用は 5 億 9,548 万円の増加となっています。他に、特別損失が 530

万円の増加等、事業費用全体では差引き 6億 98 万円の増加となっています。 

以上のように、当年度純損失については、2 億 5,613万円（前年度 1億 2,607万

円）の当年度純損失となり、前年度よりも収支が 1 億 3,005 万円悪化しています。

なお、意見２で述べているように、仮に前年度の決算に使用した退職給付債務の見

込差額（1 億 1,731 万円）の影響を除いた比較では、前年度 2 億 4,338 万円の純損

失から当年度 1億 3,882 万円の純損失となり、損益は 1 億 456 万円の改善となって

います。 

経営改善の方針及び対策については、「入院収益確保のための地域連携強化や継

続的な職員への目標の周知、高額で収益性の低い薬について同効薬への切り替えを

進めるなど、診療材料費と薬品費の削減に向けた取組、手術室稼働率向上に向けた

取組、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行

う。」旨の説明を受けました。しかしながら、これらの取組を実践し、成果を出し

ていくためには、さらに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。 

宝塚市立病院改革プラン２０１７においても、「公立病院として、安定的に継続

して良質な医療を提供していくためには、財政的に健全でなければならず、その健

全な基準として、経常損益の黒字化が必要であり、これを毎年度継続していきま

す。」とされています。 

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。 



 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ９ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  経営状況について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

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の周知
は、毎日のメールや毎週の朝礼、毎月の経営会議、運営会議で行っています。③高
額で収益性の低い薬について同効薬への切り替えの推進は、薬事委員会の委員長を
薬剤部長から病院長に変更して病院を挙げて薬品の切り替えを行う体制としてい
ます。④手術室稼働率向上に向けては、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、職員の採用は、経営会議に諮ることとし、その必要性を慎重に審議しています。
以上の取り組みによって、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。 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １０ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  退職給付債務の見込差額について 

監査結果（意
見等）の内容 

公営企業の決算においては、退職給付引当金算出に必要な退職給付債務（年度末

に全職員が自己都合退職した場合の支給額）の額については、組合が算出した送付

データを利用しています。しかしながら、平成２７年度においては組合からのデー

タ送付が決算処理に間に合わなかったため、各公営企業において独自に試算した数

値を用いることとなりましたが、病院事業においては、実額より 117,310,143 円も

不足が生じていることが判明しました。 

このような大きな差額が生じた理由について、「退職給付債務は基本額と調整額

の合計により算定しているが、調整額については当院での算定が難しいため、平成

２６年度末時点でのデータを利用したが、平成２７年４月１日付けで調整額が改定

されていたことが影響し、当院での試算と実額との間に大きな差額が生じた。」旨

の説明を受けました。 

また、これら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月に組合から退職給付債務のデータが送付されたが、試算額とは約 5,000万円

ほどの差であり、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月に組合からデータ訂正の連絡があり、差額が 117,310,143 円であることが判

明したが、この時点では特別損失を補正予算に計上するタイミングがなかったため

である。」旨の説明を受けました。 

しかしながら、平成２８年６月のタイミングで試算額と約 5,000 万円もの差額が

生じていたのであれば、この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。 

組合からのデータ送付については、今後も公営企業の決算時期に間に合わない可

能性があるとのことですが、職員数が多い病院事業においても、今後このような大

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。 

なお、以下に述べる意見の数値については、差額 117,310,143 円を反映させてい

ません。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

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。 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １１ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目 
 医業費用の増加について 

 （ア）給与費等について 

監査結果（意
見等）の内容 

平成２８年度の病院事業の決算においては、医業収益が大きく増加しているもの
の、それ以上に医業費用が増加し、医業収支が悪化している状況となっていました。
医業費用の主な増加要因となった給与費（7.3％増）及び材料費（6.6％増）につい
て、下記のとおり増加理由等の確認を行いました。 

 

（ア）給与費等について 

給与費等の過去３年間の推移は下表のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与費の増加理由については、退職給付債務の増加による退職給付費の増加2億
8,725万円、総報酬制の導入による法定福利費の増加6,251万円となっていました。
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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 

総正規職員数の抑制 
年度中の退職は原則不補充とする。 

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 

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 

管理者及び病院長より、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、報

償費の増大を抑えるよう指示をした。 

以上のとおり、宝塚市立病院改革プラン２０１７ アクションプランにおいて掲げ
た各項目に取り組んでいくことで、給与費抑制に努めます。 

（単位：円）

H26決算 H27決算 H28決算

収益 9,193,758,303 9,961,817,540 10,417,511,145

6,605,666,458 7,062,404,809 7,543,227,335

給与費 5,415,386,071 5,868,285,034 6,296,814,195

報償費（経費） 297,938,850 293,060,557 328,732,306

委託費（業務委託） 892,341,537 901,059,218 917,680,834

人件費比率 （人件費／医業収益） 71.8% 70.9% 72.4%

給与費比率 （給与費／医業収益） 58.9% 58.9% 60.4%

人件費

費用

項目

医業収益

内

訳



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １２ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目 
 医業費用の増加について 

 （イ）材料費について 

監査結果（意
見等）の内容 

（イ）材料費について 

材料費の過去３年間の推移は下表のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料費のうち、薬品費については前年比で1億4,003万円（10.8％）と大幅に増加
しており、この理由について、「９割近くが腫瘍用薬の増加によるものであり、従
来より購入していた腫瘍用薬が大幅に増加したのに加え、新たにオブジーボなどの
抗がん剤の購入量も増えたためである。」旨の説明を受けました。 

また、これらの高額な薬品を使用した場合の医業収益に対する影響については、
「高額な薬品のうち、診療報酬が個別に定められていないものについては、入院料
の薬代に含まれているものがあり、その場合には標準的な治療分だけ医業収益は確
保できることになる。個別にも入院料にも診療報酬が定められていないものとして
手術後の感染症に用いる抗菌薬があり、このような薬品の使用は収益に結びつかな
いため、感染症対策に力を入れて取り組んでいる。」旨の説明を受けましたが、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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

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。 

 

（単位：円）

H26決算 H27決算 H28決算

収益 9,193,758,303 9,961,817,540 10,417,511,145

1,968,279,414 2,167,269,486 2,309,524,763

薬品費 1,195,446,058 1,299,451,105 1,439,484,151

診療材料費 764,876,816 855,133,469 862,750,177

医療消耗備品費 7,956,540 12,684,912 7,290,435

材料費比率 （材料費／医業収益） 21.4% 21.8% 22.2%

項目

医業収益

費用

材料費

内

訳



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １３ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  受託研究費等の使途について 

監査結果（意
見等）の内容 

市立病院においては、受託研究費、実習生受託料及び職員派遣料（以下「受託研
究費等」という。）の収入について、受託研究等に協力した医師等のインセンティ
ブ向上のため、これまでの収入割合に応じた予算を、毎年度各部署に配分し、自主
的に支出できるようにしています。収入と支出の状況は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受託研究費等の主な使途は、研究に直接必要な材料・機材等の購入、図書・文献
等の購入、学会・研究会等の参加費用等としており、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。 

なお、平成２８年度の主な支出内容は次表のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入した器械備品はすべてノートパソコンとなっていましたが、高額なノートパ
ソコンが多いことについて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。 

これらの財源が医師等の協力による受託研究に基づくものであることは理解で
きますが、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。 

H23 H24 H25 H26 H27 H28

57,028,707 46,731,319 32,699,934 26,189,720 24,493,434 22,920,022

受託研究費 44,273,711 30,479,107 19,077,799 13,124,103 15,519,221 13,951,575

実習生受託料 11,421,226 13,502,649 12,349,200 9,682,595 7,880,781 8,198,807

職員派遣料 1,333,770 2,749,563 1,272,935 3,383,022 1,093,432 769,640

8,953,973 9,489,563 12,467,880 13,225,577 12,295,898 13,214,614

研究雑費 7,466,717 8,704,078 12,019,680 12,387,677 11,852,298 12,268,814

器械備品 1,487,256 785,485 448,200 837,900 443,600 945,800

（単位：円）

収入額計

支出額計

主な使途 （単位：円） 器械備品の内容 （単位：円）

費目 金額（税抜） 品 名 数量 メーカー 金額（税抜）

研修旅費・参加費 5,498,377 ノートパソコン 1 Apple 202,800

参加費 2,538,837 ノートパソコン 1 富士通 192,000

会費 2,527,012 モバイルパソコン 1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 248,500

器械備品 945,800 ノートパソコン 1 NEC 128,000

ノートパソコン 1 Apple 174,500



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １３ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  受託研究費等の使途について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

受託研究費等の主な使途は、研究に直接必要な材料・機材等の購入、図書・文献

等の購入、学会・研究会等の参加費用等としており、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。 

 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １４ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  修繕費から固定資産勘定への振替について 

監査結果（意
見等）の内容 

固定資産の改修等を行った場合、それに要した費用を固定資産と修繕費のどちら
に計上するかについては、下記の通り、病院事業において一定の基準を設けていま
す。 

Ⅰ．①と②は必ず満たし、かつ③と④のどちらかを満たすものを固定資産とする。 
 ①金額が税抜で20万円以上である。 

 ②定期修繕や単なる部品の交換ではない。 

 ③耐用年数の延長が認められる。 

 ④機能の向上が認められる。 

Ⅱ．明確に判断できない場合、以下のものを修繕費とし、それ以外を固定資産と
する。 

 ・金額（税抜）が60万円未満のもの。 

 ・金額（税抜）が固定資産の前期末取得金額の10％以下のもの。 

平成２８年度の振替処理が、この基準を満たしているかについて確認したとこ
ろ、次の５件の疑義のある振替処理が見つかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アについては、開閉装置のエンジン本体、コントローラー及びセンサー等を交換
し機能が向上したとされていますが、単なる部品の交換に該当するではないかと考
えます。 

イ及びエについては、予防保全として扉ロープ等を交換していますが、定期修繕
もしくは単なる部品の交換に該当するではないかと考えます。 

ウ、オについては既存照明をＬＥＤ照明に交換しただけであり、単なる部品の交
換に該当するのではないかと考えます。 

さらに、ア～オはすべて建物に付随する設備の修繕であり、修繕費用は建物全体
の取得金額に比べ非常に小さく、これらの修繕をもって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。このような
理由からも、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。 

 

（単位：円）

品名 数量 決定価格 税抜価格 振替理由

③耐用年数の延長

④機能の向上

イ ボックスコンベア自動扉部品交換修繕 1 615,600 570,000 ③耐用年数の延長

③耐用年数の延長

④機能の向上

③耐用年数の延長

④機能の向上

オ 照明器具更新修繕 1 2,484,000 2,300,000 ④機能の向上

ウ ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ内照明器具更新修繕 1 640,440 593,000

エ 自動扉装置取替修理 1 1,209,600 1,120,000

建　物

ア 両引き自動扉開閉装置 1 329,400 305,000



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １４ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  修繕費から固定資産勘定への振替について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

 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。 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １５ 

時 期  平成２９年 ８月２５日 報告 

種 類 １定監  ２工監  ３例月・随監 ４決算・随監 ５住監  ６その他 

担当課  市立病院 

項 目  未収金対策について 

監査結果（意
見等）の内容 

平成２８年度の医業未収金のうち、患者自己負担金に係る未収金の平成２９年６
月末日の残額は1,082万円で、平成２７年度に比べ、185万円の減少となっています。 
平成２８年度中に時効起算日から３年が経過し債権放棄を行った債権のうち、債

権放棄額（入院及び外来の合計）上位10名のもの及び未収額が入院30万円以上、外
来6万円以上のものに関して確認したところ、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の電話があったにも関わらず、その後約２年間相
手方から連絡もなく、市立病院側からも状況確認も含めた連絡もすることなく、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。 

これらについて、「平成２９年度からは、弁護士事務所へ債権回収を依頼した事
例も含めて、市立病院の担当者が市内と一部の市外の地域について、現地調査を実
施する。」旨の説明を受けました。 

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。 

なお、平成２８年度に弁護士事務所へ回収依頼した金額は244万円であり、回収
額は10万円、回収率は4.3％となっています。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成２９年１１月２７日 措置通知 

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。 

 


