
 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １６ 

時 期  平成２９年９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  健康福祉部 高齢福祉課、健康福祉部 介護保険課 

項 目  未収金対策について （ア）徴収計画の策定について 

監査結果（意

見等）の内容 

主な債権に係る取組状況について、宝塚市債権管理条例第６条及び同施行規則第

３条に基づき策定する徴収計画の有無、徴収計画に掲げる事項である目標とする徴

収率（以下「徴収計画目標率」という。）及び第２次宝塚市行財政運営アクション

プランにおける指標とする目標の収納率（以下「アクションプラン目標率」という。）

を確認したところ、次表のとおりとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 主な債権に係る取組状況

平成２８年度

率（％）

徴収計画
（Ａ）

行財政アクションプラ

ン　（Ｂ）
実績

（Ｃ）
Ｃ－Ａ Ｃ－Ｂ

滞納繰越分 2,236,825,327 17.9 18.6 19.1 1.2 0.5

現年度分 35,894,479,242 98.8 98.8 97.9 -0.9 -0.9

滞納繰越分 2,601,762,006 14.2 14.2 14.0 -0.2 -0.2

現年度分 5,257,395,400 90.9 91.1 91.1 0.2 0.0

住宅建設資金貸付金元利収入 滞納繰越分 10,688,764 6.00 - 11.96 5.96 -

住宅用地取得資金貸付金元利収入 滞納繰越分 7,886,070 6.00 - 31.41 25.41 -

滞納繰越分 7,017,389 6.00 - 52.65 46.65 -

現年度分 36,000 70.00 - 0.00 -70.00 -

滞納繰越分 35,810,268 6.00 - 2.57 -3.43 -

現年度分 16,817,128 70.00 - 78.94 8.94 -

滞納繰越分 2,110,253 6.00 - 16.95 10.95 -

現年度分 1,287,612 70.00 - 66.67 -3.33 -

滞納繰越分 3,251,590 35.0 - 9.5 -25.5 -

現年度分 1,433,370 50.0 - 59.7 9.7 -

滞納繰越分 72,494,710 6.0 11.0 12.3 6.3 1.3

現年度分 1,141,942,940 98.7 99.0 99.0 0.3 0.0

滞納繰越分 33,469,332 50.00 - 66.31 16.31 -

現年度分 3,174,897,939 99.37 - 99.26 -0.11 -

滞納繰越分 594,300 24.0 - 27.0 3.0 -

現年度分 2,132,640 94.0 - 96.8 2.8 -

滞納繰越分 69,770 100.0 - 0.0 -100.0 -

現年度分 16,915,946 100.0 - 95.5 -4.5 -

滞納繰越分 278,200 ① - 7.0 - -

現年度分 444,700 ① - 100.0 - -

滞納繰越分 186,587,260 11.0 9.0 7.8 -3.2 -1.2

現年度分 67,891,175 35.1 36.0 48.4 13.3 12.4

滞納繰越分 94,417,100 13.70 13.70 13.41 -0.29 -0.29

現年度分 4,568,730,500 99.00 99.00 99.02 0.02 0.02

介護給付費返還金 滞納繰越分 8,892,268 ① - 0.0 - -

災害援護資金貸付金元利収入 滞納繰越分 409,755,296 ② - 2.1 - -

滞納繰越分 132,949,608 9.38 8.70 8.70 -0.68 0.00

現年度分 282,434,800 97.00 96.50 96.40 -0.60 -0.10

滞納繰越分 38,843,728 9.62 - 7.50 -2.12 -

現年度分 40,134,900 89.00 - 93.10 4.10 -

滞納繰越分 17,699,600 ② 13.9 13.6 - -0.3

現年度分 17,223,200 ② 67.2 77.0 - 9.8

滞納繰越分 9,063,595 ② - 5.9 - -

現年度分 802,649,113 99.8 99.8 99.0 -0.8 -0.8

　　　　　　①：徴収計画を作成していない。

　　　　　　②：徴収計画は作成しているが、目標率を設定していない。

※　行財政アクションプラン（Ｂ）：第２次宝塚市行財政運営アクションプランにおける平成２８年度指標とする目標の収納率

※　徴収計画（Ａ）：宝塚市債権管理条例施行規則第３条に基づき策定された平成２８年度徴収計画における目標とする徴収率

シルバーハウジング生活援助員
派遣事業自己負担金

目標率（％）
評価

（目標率達成状況）

市立保育所保育料・保育実施児童
保護者負担金

後期高齢者医療保険料

老人福祉法による自己負担金

調定額　（円）

学校給食実費徴収金

債権名 区分

介護保険料

し尿処理手数料

修学資金貸付金償還金収入

市税

国民健康保険税

災害特別住宅改修資金貸付金
元利収入

災害特別住宅建設資金貸付金
元利収入

災害特別住宅用地取得資金貸付金
元利収入

　児童扶養手当返戻金

生活保護費返戻金

市営住宅使用料（災害公営（借上）

住宅家賃及び共益費を含む）

市営住宅駐車場使用料



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １６ 

時 期  平成２９年９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  健康福祉部 高齢福祉課、健康福祉部 介護保険課 

項 目  未収金対策について （ア）徴収計画の策定について 

監査結果（意

見等）の内容 

（ア）徴収計画の策定について 

主な債権のうち、シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金（滞納繰越

分、現年度分）及び介護給付費返還金（滞納繰越分）については、徴収計画の策定

について確認することができませんでした。 

徴収計画を策定することは、宝塚市債権管理条例第６条及び同施行規則第３条に

規定されていますので、これらの債権については徴収計画を早急に策定し、迅速な

未収金対策としての取組を行うとともに適正な債権管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１２月２５日 措置通知 

○シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金 

（今後の取り組み） 

 徴収計画を早急に策定するとともに内容を精査し、回収困難な債権については 

徴収停止に向けて処理を進めます。 

（健康福祉部 高齢福祉課） 

 

介護給付費返還金 調定額(円) 徴収計画(円) 目標率（％） 

8,806,727 0 0 

85,541 0 0 

合 計 8,892,268 0 0 

（今後の取り組み） 

 法人財産の調査を継続し、徴収停止に向けて処理を進めます。 

（健康福祉部 介護保険課） 

 

（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 １７ 

時 期  平成２９年９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  健康福祉部 せいかつ支援課、管理部 学事課、管理部 学校給食課 

項 目  未収金対策について （イ）徴収計画目標率の策定について 

監査結果（意

見等）の内容 

（イ）徴収計画目標率の策定について 

主な債権のうち、災害援護資金貸付金元利収入（滞納繰越分）、修学資金貸付金

償還金収入（滞納繰越分、現年度分）及び学校給食実費徴収金（滞納繰越分）につ

いては、徴収計画目標率の策定について確認することができませんでした。 

徴収計画目標率は、宝塚市債権管理条例第６条及び同施行規則第３条に基づき策

定する徴収計画に掲げる事項の一つであり、未収金対策を取り組むための指標とし

て重要であると考えますので、早急に策定し、今後も積極的な債権の回収に取り組

んでください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

監査結果（意見等）に基づき、新たに平成２９年度災害援護資金徴収計画、災害

援護資金貸付償還事業スケジュール（平成２９年度）を作成し、これにより徴収計

画の取組内容に基づき事務を進めていきます。（健康福祉部 せいかつ支援課） 

 

平成 29 年度の徴収計画目標率について、目標徴収率を策定済みです。 

（管理部 学事課） 

 

平成 29 年度の徴収計画目標率について、現年度分とあわせて滞納繰越分も策定済

みです。(管理部 学校給食課) 

 

（添付資料） 

１ H29 年度災害援護資金徴収計画.docx （健康福祉部 せいかつ支援課） 

  平成 29 年度 宝塚市修学資金貸付金返還金徴収計画書（管理部 学事課） 

平成 29 年度学校給食費徴収計画について(管理部 学校給食課) 

２ 災害援護資金貸付償還事業スケジュール(平成 29 年度).xlsx （健康福祉部 せ

いかつ支援課） 

３ 



監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １８ 

時 期  平成２９年９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  企画経営部 市税収納課、市民交流部 医療助成課、総務部 人権男女共同参画

課、都市整備部 住まい政策課、健康福祉部 生活援護課、子ども未来部 保育事

業課、環境部 管理課 

項 目  未収金対策について （ウ）徴収計画目標率とアクションプラン目標率の乖離に

ついて 

監査結果（意

見等）の内容 

（ウ）徴収計画目標率とアクションプラン目標率の乖離について 

主な債権のうち、市税（滞納繰越分）、国民健康保険税（現年度分）、市立保育所
保育料・保育実施児童保護者負担金（滞納繰越分、現年度分）、生活保護費返戻金
（滞納繰越分、現年度分）及び市営住宅使用料（災害公営（借上）住宅家賃及び共
益費を含む）（滞納繰越分、現年度分）については、徴収計画目標率とアクション
プラン目標率の乖離が見受けられました。また、住宅建設資金貸付金元利収入（滞
納繰越分）、住宅用地取得資金貸付金元利収入（滞納繰越分）、災害特別住宅建設資
金貸付金元利収入（現年度分）、災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入（滞納
繰越分）、市立保育所保育料・保育実施児童保護者負担金（滞納繰越分、現年度分）、
後期高齢者医療保険料（滞納繰越分）及びし尿処理手数料（現年度分）については、
徴収計画目標率が前年度実績を下回る目標率となっていました。 

これらの債権については、徴収計画目標率とアクションプラン目標率の策定時期
が異なる旨の説明を受けましたが、未収金対策のための目標率は一つであるべきと
考えますので、今後はこういった目標率の策定とならないよう検討してください。 

また、これらの目標率を設定する際には、少なくとも前年度実績を上回る目標率
を設定した上で、引き続き積極的な収納対策に取組んでください。 

これらの目標率を達成するための一方策として、一部の債権では既に実施されて
いますが、例えば口座振替加入率などの具体的な取組項目の目標数値を独自に設定
することにより、更なる目標率の達成に努めてください。 

今後も、これらの目標率という指標の達成に向けた多様な対策を取り組むことに
より、市全体としての財源確保に努めてください。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

市税及び国民健康保険税の収納については、市税収納率向上アクションプラン

（第 4 次）に基づき、現年度分の収納については口座振替納付の勧奨、納税案内セ

ンターからの納付案内などによる年度内収納の向上と、滞納繰越分の収納について

は滞納者の生活実態に即した滞納処分の実施、休日納税相談の強化などによる滞納

税額縮減の取組を継続実施しつつ、より効果的な取組の調査研究、業務改善を行い、

着実な収納率の向上と目標収納率の達成を図ります。（企画経営部 市税収納課） 

 

滞納繰越分の目標収納率が前年度実績値を下回ることのないよう、前年度実績に

過去の滞納額の推移などを加味しながら設定したうえで、積極的に収納対策に取組

みます。（市民交流部 医療助成課） 

 

ご指摘いただいたとおり、徴収計画目標率については、前年度実績を上回るよう

な目標率を設定し、収納対策に取り組んでいきます。 

（総務部 人権男女共同参画課） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 30 年度以降はアクションプラン目標率をもって徴収計画目標率とします。 

・市営住宅使用料等の徴収事務は指定管理者に移行しており、年度協定書に規定す

る目標徴収率を達成できなかった場合に指定管理料を減額する制度を導入し、徴収

率の向上に努めています。口座振替の促進や徴収強化月間の設定など、指定管理者

が実施する収納対策を今後とも監督し、支援してまいります。 

・また、平成 29 年 4 月 1 日には滞納整理事務処理要綱を全面改訂し、滞納者との

納付相談や納付指導、連帯保証人への働きかけなどの強化を図っています。 

・住宅退去者の滞納家賃等の収納事務につきましては、引き続き弁護士法人への委

託により未収額の回収に努めていきます。 

（都市整備部 住まい政策課） 

 

生活保護費返戻金につきましては、平成２８年度の徴収計画目標率とアクション

プラン目標率が乖離しておりましたが、平成２９年度の徴収計画につきましては、

アクションプランと統一した目標収納率を設定しております。今後もアクションプ

ラン目標率と徴収計画の目標収納率が統一となるよう策定してまいります。 

（健康福祉部 生活援護課） 

 

徴収計画目標率につきましては、アクションプランと一致することとし、また、

前年度実績を上回る率を目標として策定します。 

今後も引き続き夜間訪問徴収や児童手当からの引き去りの推進、口座振替の推進 

により目標率の達成と未収金の収納に努めます。 

（子ども未来部 保育事業課） 

 

 

し尿処理手数料(現年度及び滞納分)については、平成 30 年度は、平成 28 年度実

績を上回る値を設定し、引き続き積極的な収納対策を行っていきたいと考えていま

す。（環境部 管理課） 

 

（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 １９ 

時 期  平成２９年９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  企画経営部 財政課、会計課 

項 目  平成２８年度の基金運用状況及び繰替運用状況について 

監査結果（意

見等）の内容 

基金は主に外貨預金、定期預金などの預け入れ、宝塚市土地開発公社への貸付、
その他歳計現金の不足を補うための繰替運用資金として運用されています。 

基金から歳計現金への繰替運用について、平成２８年度は延べ約159億円の繰替
運用がなされ、月末時点での繰替運用額残高は最大で約82億円（平成２８年５月末
時点）となりました。 

月末における繰替運用額残高と収支残高を月ごとに見ていくと、平成２８年５月
末時点での収支残高は約68億円、繰替運用額残高約82億円、平成２８年６月末時点
での収支残高は約54億円、繰替運用額残高約41億円、平成２８年７月末時点での収
支残高は約41億円、繰替運用額残高30億円、平成２８年８月末時点での収支残高は
約26億円、繰替運用額残高30億円、平成２８年１１月末時点での収支残高は約32億
円、繰替運用額残高53億円、平成２８年１２月末時点での収支残高は約37億円、繰
替運用額残高62億円、平成２９年１月末時点での収支残高は約44億円、繰替運用額
残高62億円、平成２９年３月末時点での収支残高は約60億円、繰替運用額残高49億
円となっており、一定の収支残高がありながら高額の繰替運用を行ったままになっ
ています。特に月の途中においては平成２８年６月では約82億円の繰替運用額に対
し最大約139億円の収支残高、７月においても約41億円の繰替運用額に対し最大約
73億円の収支残高、平成２９年４月においても49億円の繰替運用額に対し最大約84

億円の収支残高となっており繰替運用額以上の高額の収支残高が発生しており、前
年度同様無計画な繰替運用となっています。 

また、平成２９年４月末時点においては、平成２８年度資金の収支残高は約43億
円で繰替運用額残高が35億円と収支残高が繰替運用額残高を上回っており、逆に平
成２９年度資金は繰替運用額残高が20億円ありながら収支残高は約9億円のマイナ
スとなっています。平成２８年度資金と平成２９年度資金合計の平成２９年４月末
時点での収支残高は約34億円、繰替運用額残高は55億円となっています。 

結果的に平成２９年度資金のマイナスを平成２８年度資金の繰替運用で補った
形になっており、僅かとはいえ平成２８年度予算で平成２９年度の繰替運用利子を
負担した格好になっています。この点に関しても、前年度にも全く同様の意見をし
ていますが改善の跡が見られません。 

本来、基金からの繰替運用は、歳計現金の一時的な不足を補うためのものであり、
基金は地方自治法第２４１条第２項にあるように確実かつ効率的に運用しなけれ
ばならないものです。しかしながら平成２８年度中の繰替運用の状況を見ると、運
用期間が３箇月を超えるものが９件見られ、最も長いもので364日間の運用期間と
なっていました。収支残高と繰替運用額の状況から見ても、収支見込みや効率的な
資金運用を考慮することなく無為に繰替運用を続けていた状況が見て取れます。 

繰替運用の利率も、日銀のマイナス金利政策など社会環境の変化もあるとはい
え、0.01％と非常に低く、また、運用期間の長短にかかわらず金利が変わらないな
ど、基金の繰替運用が長期にわたることは大変非効率であると言えます。なお、平
成２８年度の市内金融機関における３箇月大口定期での運用実績が利率0.045％か
ら0.05％までであることから見ても非効率であることは明らかです。 

現時点までの平成２９年度の繰替運用の状況を見ると、少しずつ改善されている
ようですが、今後は繰替運用に関する考え方を整理し、収支見込みを正確に把握す
ることで、運用可能な基金をできるだけ有利に運用するよう心掛けてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ １９ 

時 期  平成２９年９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  企画経営部 財政課、会計課 

項 目  平成２８年度の基金運用状況及び繰替運用状況について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

繰替運用については、歳計現金に資金不足が生じる恐れがある場合に、基金から

一時的に資金を確保することにより、金融機関から一時借入するよりも金利負担は

少なくなることから、一定の経費削減の効果はあるものと考えています。 

しかし一方で、基金に対しては一定の利子を付する負担が必要となるので、その

期間と金額は必要最小限でなければならないものと考えています。 

平成 28 年度は会計管理者との協議がうまく整わず改善することができませんで

したが、平成 29 年度には改めて会計管理者と繰替運用の考え方や趣旨など共通認

識を持つとともに、協議を緊密に行うことにより、適切な運用に努めているところ

です。 

また、繰替運用は 3 月 31 日までに返済し、翌年度の繰替運用利子を現年度で負

担することがないようにします。（企画経営部 財政課） 
 
基金からの繰替運用は、精確な収支見込による資金計画の下、必要最小限に留め

るよう努めるとともに、基金に属する現金の確実かつ効率的な運用に努めます。 

（会計課） 

 

 

 

 

（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 ２０ 

時 期  平成２９年９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  総務部 契約課 

項 目  入札制度について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市入札制度における最低制限価格の公表時期については、「県内他団体におい
て事前公表を行っている団体がほとんどない状況及び最低制限価格でのくじによ
る落札者決定が多発していたことから、平成２７年４月から事後公表に改めた。」
旨の説明を受けました。 

併せて、平成２８年度中に締結した工事請負契約117件（最低制限価格の事後公
表が85件、最低制限価格の事前公表が19件、特名随意契約等が13件）については、
最低制限価格を事後公表した85件のうち、最低制限価格で落札者を決定した案件が
45件（52.9％）ありました。そのうち複数の業者が最低制限価格で入札したためく
じにより落札者を決定した案件が43件（95.6％）、また、入札参加業者のうち辞退、
未入札及び失格となった者を除いた者（以下「実質入札参加業者」という。）延べ
652者中377者（57.8％）が最低制限価格と同額で入札していました（下表（ア））。
なお、極端な事例として、実質入札参加業者22者全てが最低制限価格で入札し、く
じで落札者が決定されていた案件もありました。ある新聞報道によると、「都道府
県が発注する土木・建築工事の競争入札で複数の業者が最低制限価格などで並び、
くじ引きで落札業者が決まるケースが増えている。国土交通省の調査で、２０１５
年度は全体の約12％と８年前の倍以上になった。」とあり、この割合から見ても、
本市の割合は非常に高いといえるのではないかと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低制限価格でのくじによる落札者決定が過半数となった原因について担当課
に確認したところ、「積算ソフトの普及、県の土木関連歩掛、単価等の情報開示、
入札参加事業者の積算能力の向上及び予定価格の事前公表といった事情が考えら
れる。」旨の説明を受けました。しかしながら、最低制限価格を事後公表に変更し
た理由の一つがくじによる落札者決定の多発にもかかわらず、いまだ過半数の契約
がくじにより落札者を決定していることは、当初の目的から考えると現在の制度に
おいても課題があると言わざるを得ません。くじによる落札者の決定を減少させる
ための取組としては、最低制限価格の事後公表の他にも、変動型最低制限価格制度
の拡大、ランダム係数を用いた最低制限価格の算出、低入札価格調査制度の導入、
予定価格の事後公表等、種々の方法が考えられます。最低制限価格でのくじによる
落札者決定の多発への対策については、現在庁内においても入札契約制度調査研究
会で検討を重ねている旨の説明を受けましたが、速やかに対応を図る必要があると
考えますので、早急に検討をしてください。 

 

 

 

 

（ア）最低制限価格と同額で契約を締結した工事請負契約の状況

　　　（最低制限価格を事後公表したもの）

契約金額の合計

市内 市外 計
うち辞退及び未

入札業者数

うち失格

業者数

実質入札参

加業者数
（参考）

A B C D=A-B-C E E/D

45 1,188 0 1,188 420 116 652 377 57.8% 603,927,360円

　（注）45件のうち２件は１者のみの入札であった

件数

最低制限価格

と同額で入札

した業者数

割合

入札参加業者数



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ２０ 

時 期  平成２９年９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  総務部 契約課 

項 目  入札制度について 

監査結果（意

見等）の内容 

次に、工事請負契約に係る単価契約における最低制限価格については、市内業者
のみの入札は平成２７年４月以降も従前の算定方法により市契約規則に定める範
囲内（予定価格の100分の90から100分の60まで）で設定し、事前公表とされていま
す。平成２８年度中に締結された単価契約に係る工事20件について確認したとこ
ろ、１件は変動型最低制限価格制度が適用され、残り19件は全てくじにより落札者
を決定しており、実質入札参加業者延べ300者のうち297者（99.0％）が最低制限価
格と同額で入札していました（下表（イ））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単価契約に係る最低制限価格を引き続き事前公表としている理由について確認
したところ、「事後公表とした最低制限価格の算出に際しては、中央公共工事契約
制度運用連絡協議会のモデル（以下「公契連モデル」という。）の算定方法を参考
としているが、単価契約に係る最低制限価格の算出方法は公契連モデルによる算出
にはなじまない。」旨の説明を受けました。しかしながら、99.0％もの入札参加者
が最低制限価格と同額で入札することにより、くじで落札者を決定している状況
は、入札参加者が適切に積算を行わずに入札している可能性があり、積算能力の低
下や適正な競争の阻害を招くこととなり、もはや適正な入札制度とは言えないので
はないかと考えます。今後は単価契約工事に係る最低制限価格の在り方についても
併せて検討するようにしてください。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

 最低制限価格でのくじによる落札者決定の多発への対策として、平成 30 年 4 月

1 日以降の入札公告分から工事請負契約の予定価格の公表時期を事前公表から事後

公表に変更する方向で調整を図っており、平成 29 年 12 月中には方向性を決定し、

翌 1 月以降に周知等を行っていく予定である。 

 単価契約工事に関する最低制限価格の在り方についても、平成 30 年度施工案件

から改善する予定で、調整中である。 

 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 

（イ）工事請負契約に係る単価契約の状況（変動型最低制限価格制度の適用があるものを除く）

市内 市外 計
うち辞退及び未

入札業者数

うち失格

業者数

実質入札参

加業者数

A B C D=A-B-C E E/D

19 410 0 410 110 0 300 297 99.0%

　（注）最低制限価格は事前公表

件数

入札参加業者数 最低制限価格

と同額で入札

した業者数

割合



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ２１ 

時 期  平成２９年９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  総務部 給与労務課 

項 目  時間外勤務の削減に向けた取組について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２８年度中における時間外勤務の削減に向けた取組について確認したとこ
ろ、以下のような取組を行った旨の説明を受けました。 
（ア）平成２８年度に新規導入したもの 
ａ １７時以降の会議の自粛 
ｂ ノー残業デーの終業時刻に各職員が使用しているパソコン端末に退庁を促

すメッセージを表示 
ｃ お盆期間の退庁促進及び職場巡視 
ｄ 前年度比を含めた課ごとかつ月ごとの時間外勤務実績の公表 

（イ）平成２７年度以前から引き続き実施しているもの 
ａ 毎週水曜日及び金曜日のノー残業デーの徹底 
ｂ 月曜日及びノー残業デーの庁内放送 
ｃ 時間外勤務時間の配当制の実施 
ｄ １箇月当たりの時間外勤務が 30時間を超過した職員の報告書の提出 
併せて、平成２７年度及び平成２８年度における一般会計及び特別会計に係る時

間外勤務手当（管理職加給及び休日勤務手当を含む）の支払状況を確認したところ、
次表のとおりであり、前年度比で削減には至りませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、時間外勤務時間数の多い職員（公営企業を除く）10 名の状況についても確

認しましたが、特に 100時間以上の時間外勤務が５箇月間連続している事例が見ら
れました。 
時間外勤務の削減は、健全な家庭生活を営むための時間を確保するとともに、職

員の健康を保持することによって公務能率の増進を図るためにも重要な取組です。 
今回、更なる取組として、平成２９年７月３１日付けで総務部長名の通知を行い、

終業時ミーティングの実施、ノー残業デー（毎週水、金曜日及びお盆期間）の職場
巡視の実施等について庁内への周知を図っているとのことですが、今後とも時間外
勤務の削減に向けて鋭意取り組んでください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

 平成 29 年 10 月までの時間外勤務時間数の実績は、対前年度比で 2,619 時間

（2.3％）減少しています。 

 今後も、従来からの取組を徹底するとともに、他市の事例等も参考にし、時間外

勤務の縮減に取り組みます。 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 

（単位：円）

①２７年度 ②２８年度 差②-① 伸び率

加給 63,339,840 59,916,960 △3,422,880 △5.4%

時間外 279,551,922 282,521,437 2,969,515 1.1%

休日 70,208,297 72,104,540 1,896,243 2.7%

計 413,100,059 414,542,937 1,442,878 0.3%



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ２２ 

時 期  平成２９年９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  健康福祉部 障害福祉課 

項 目  宝塚市地域活動支援センター補助金交付団体に対する実地調査等について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚市地域活動支援センター補助金（以下「センター補助金」という。）に係る
実地調査の状況に関しては、平成２９年４月１１日付け財政援助団体等監査結果報
告書において、実地調査の実施が不十分であること及び新規に事業を開始した団体
に対し実地調査が行われていないことについて指摘を行いました。 

平成２８年度分に係る実地調査の実施状況を確認したところ、「平成２９年８月
までに11箇所について実施し、今年度中に更に２箇所について予定している。」旨
の説明を受けました。 

交付対象団体、特に新規に事業を開始した団体に対し実地調査を行うことは、実
績報告書の記載内容を確認するだけにとどまらず、実績報告書の誤記入や補助金の
誤申請を防止するとともに、団体に補助制度の趣旨を理解してもらい、センターの
利用者が十分なサービスを受けられる体制を整える上でも大変重要であると考え
ます。センター補助金は、対象団体数も多く制度も複雑ですが、課内で体制を構築
しながら対応されているとのことですので、今後も引き続き実績報告書の精査、実
地調査の実施等に取り組み、適正な補助金交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１２月２５日 措置通知 

今年度実施した実地調査の結果、返還が発生した事案も見受けられたことを受け

て、今後も新規に事業を開始した団体を優先しながら、毎年一定数の実地調査を行

えるよう、引き続き取り組んでいく予定です。 

地域活動支援センターについては、他市と比較して、市内事業所が多い状況であ

ることから、新たな事業所の開設支援は一定の役割を終えたと判断し、翌年度より

要綱から削除する予定です。また、県の補助要綱に上乗せしている項目についても、

複雑な仕組みの一因となっていることもあり、今後は見直しを行います。 

 

 

 

（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 

２９ ２３ 

時 期  平成２９年９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  健康福祉部 健康推進課 

項 目  健康診査について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市におけるがん検診の受診率は次表のとおり低下傾向にあり、また阪神間各市

町と比較しても次表のとおり低い状況にあります。 

がん検診については、検診を受診することで早期発見等により早期治療が可能と

なり、市民の命と健康を守ることにつながり、将来の医療費の抑制等にも寄与しま

す。 

受診率向上に向けては、ホームページや市広報誌へのがん検診情報の掲載、特定

健診及び後期高齢者健診受診券送付時のがん検診に関する案内文の送付、市内事業

者とのがん検診受診促進協定の締結、無料クーポン券の送付、がん検診の情報を記

載した健康づくりべんり帳の全戸配布等の取組が行われていますが、今後は、他市

の取組状況を調査すること等により受診率が低い理由の分析・把握にも努め、引き

続き受診率向上に向けた有効な施策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１２月２５日 措置通知 

受診率が低い理由ですが、大腸がん検診は平成２３年から平成２７年に実施して

いた無料クーポン券の配布を、平成２８年度は配布しなかったことが大きな要因だ

と考えられます。また、これに伴い大腸がん検診と同時に他の健診を受診していた

人の数が減少したため、全体的に受診者数及び受診率は減少したと考えられます。 

 受診率の向上に向けた取り組みですが、阪神間において、すべての健診で受診率

が１位であった猪名川町は、全世帯に集団検診申込書の送付による受診勧奨を行っ

ていますが、本市では人口規模などの点から、対象者を限定した受診勧奨を進めて

おり、今年度は、過去の受診歴を参照して受診勧奨を行っているところです。 

がん検診受診率の推移
(単位　％)

　 平成26年度 平成27年度 平成28年度
胃 5.6 5.4 2.4(4.8)

肺 29.3 30.4 14.6(28.8)

大腸 27.5 28.6 12.2(24.0)

子宮 17.9 16.5 8.1(14.5)

乳 19.1 18.9 10.8(17.6)

前立腺 26.4 26.9 11.9(24.9)

　　の見直しがありました。
※平成28年度から国通知に基づく、受診率積算対象者数

　※平成26、27年度は、平成22年国勢調査の情報による
　　対象者数で算定した受診率を、また、平成28年度の
　　参考値として、平成27年度国勢調査の情報による
　　対象者数で算定した受診率を（　）内に掲載しました。

平成28年度がん検診受診率実績(阪神間各市町)

対象者数の考え方 胃 肺 大腸 子宮 乳 前立腺

尼崎市
県が指定した暫定推計対象者数
(平成27年国勢調査による) 3.1(④) 7.9(⑥) 12.5(③) 10.8(⑤) 12.4(④) -

西宮市
検診を受診できる年齢・性別の全市民
(平成28年3月末時点の人数) 1.8(⑦) 2.1(⑦) 3.3(⑧) 9.4(⑥) 14.4(③) -

伊丹市
検診を受診できる年齢・性別の全市民
(平成28年4月1日時点の人数) 1.6(⑧) 1.9(⑧) 8.9(⑦) 11.5(④) 8.2(⑦) -

芦屋市
検診を受診できる年齢・性別の全市民
(平成28年3月末時点の人数) 5.6(③) 23.5(②) 20.1(②) 15.4(③) 12.0(⑤) 11.8(③)

川西市
検診を受診できる年齢・性別の全市民
(平成28年3月末時点の人数) 2.1(⑥) 13.2(④) 10.7(⑥) 7.3(⑧) 7.7(⑧) -

三田市
県が指定した暫定推計対象者数
(平成27年国勢調査による) 7.3(②) 11.8(⑤) 12.5(③) 25.0(②) 20.5(②) -

猪名川町
県が指定した暫定推計対象者数
(平成27年度国勢調査による) 22.3(①) 46.0(①) 42.3(①) 35.7(①) 42.5(①) 42.3(①)

宝塚市
検診を受診できる年齢・性別の全市民
(平成29年3月末時点の人数) 2.4(⑤) 14.6(③) 12.2(⑤) 8.1(⑦) 10.8(⑥) 11.9(②)

※(　)内は、順位

(単位　％)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、受診勧奨については、これからも他市の取組状況に関する情報収集、分析

を進め、本市において有効かつ実施が可能なものについて取り組み、今後も多くの 

市民に受診してもらえるよう努めてまいります。 

 

 

 

（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 

２９ ２４ 

時 期  平成２９年９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  産業文化部 商工勤労課、産業文化部 農政課 

項 目  担当課契約（委託）における仕様内容の変更に係る契約事務手続について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚市自然休養村管理運営指導業務委託について、仕様書と受託者から提出され

た事業報告書を比較したところ、実施内容の違いが幾つか見受けられました。一例

としては、仕様書において、新名神高速道路整備に伴う宝塚北スマートインターチ

ェンジ及び宝塚北サービスエリアの供用開始等に対応するための新たな観光案内

標識、観光パンフレット等の整備が定められていますが、事業報告書では、新名神

高速道路の開通が当初予定より遅れたため、イベントに必要な備品を購入したとさ

れています。このことについて、「事業の実施に当たっては、市担当者と連携を密

にすることとしており、仕様内容の変更が伴う場合は、速やかに受託者が市担当者

に報告し、指示を受けることとしている。」旨の説明を受けましたが、仕様書の変

更等、変更契約に係る契約事務手続が行われていませんでした。 

また、宝塚ブランドＰＲ事業等業務委託については、平成２８年度定期監査での

意見を踏まえ、事業の一部未実施による減額の変更契約を締結していますが、減額

の根拠は受託者から提出された見積書であり、変更契約に係る設計書の変更はされ

ていませんでした。 

上記の委託契約はいずれも特名随意契約であり、恣意的な契約と疑われないため

にも、契約事務手続の適正化、透明化がより一層求められます。今後、契約締結後

に仕様内容を変更する必要が生じた場合は、委託目的が達成できるかどうか確認し

た上で仕様書、設計書及び契約書を変更し、委託業務完了後には、事業報告書、決

算書等の検証を行う等、適切な契約事務の執行に努めてください。 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

「宝塚ブランドＰＲ事業等業務委託」につきましては、今後業務の効率的かつ効

果的な実施及び契約事務手続きの適正化のため、委託契約締結前に部内で十分に

精査を行い、また委託契約締結後も受託業者と密に連携していき、仕様内容を変

更する必要が生じた場合は、仕様書、設計書及び契約書を変更するなど適切な契

約事務の執行に務めます。 

（産業文化部 商工勤労課） 

 

 「宝塚市自然休養村管理運営指導業務委託」の事業実施に当たっては、受託者と

連携を密にしていましたが、ご指摘のとおり、受託者との協議内容・仕様書の変

更等書面での契約変更事務手続きが行われていませんでした。 

 平成２９年度からは、より一層受託者と連携を密にし、万一仕様書内容に変更が

生じた場合には、委託目的が達成できるかどうか十分に確認した上で、仕様書及

び契約変更に係る適切な契約事務執行に努めます。 

（産業文化部 農政課） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ２５ 

時 期  平成２９年９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  都市安全部 防犯交通安全課、産業文化部 農政課 

項 目  担当課契約（施設修繕）における契約事務手続について 

監査結果（意

見等）の内容 

街路灯支柱修繕№９（中山五月台４丁目地内）及び№10（中山五月台２丁目地内）

並びにあいあいパークフェンス修繕工事における、契約事務手続について確認した

ところ、所管課で設計金額を積算することなく、過去の契約事例等を根拠に設計金

額を「10万円超え50万円以下」とみなし、契約事務マニュアル（施設修繕編）にお

ける例外措置に基づき、口頭で複数の業者へ見積依頼を行った上で本復旧となる修

繕を実施していました。 

特に、街路灯支柱修繕№９及び№10については、設置場所が近い同一内容の修繕

であり、かつ両修繕ともに同日に現場調査を行い、同じ３者に見積依頼を行ってい

ます。契約事務マニュアル（施設修繕編）における例外措置の対象案件とするため

に分割発注を行ったのではないかという疑念も生じます。 

また、契約事務マニュアル（施設修繕編）における例外措置は、あくまでも緊急

対応のための例外的な取扱いで、応急復旧に限ることとし本復旧は対象外となって

おり、果たしてこれらの修繕契約が例外措置に該当していたのかどうか疑問が残り

ます。 

今後は、担当課契約における契約事務手続の公正性を保持するためにも、担当課

で適切に設計を行った上で、契約事務マニュアルを十分に確認し、市にとって最も

効率的な発注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１２月２５日 措置通知 

ご指摘の通り、今後、担当課契約における契約事務手続の公正性を保持するため

も、適切に事業費を見積もった上で、宝塚市契約規則及び契約課作成の契約事務マ

ニュアルに沿った適正な契約事務に努めてまいります。 

また、契約事務マニュアル（施設修繕編）における例外措置は、施設の維持・安

全管理上、緊急止むを得ない場合に限り、手続を省略した発注が例外としてするこ

とができるもので、応急復旧に限ることとし、厳格な対応が求められます。 

そのため、街路灯修繕における緊急対応について、不点灯により地域の夜間防犯

力の著しい低下が想定される場合や街路灯の落下、支柱倒壊の恐れなど、人的・物

的被害等が容易に想定できる場合、若しくは被害が発生している場合などに限り例

外措置を適用する等、具体的な事例をあらかじめ定めたうえで適切な運用を図って

まいります。 

（都市安全部 防犯交通安全課） 
 
あいあいパークフェンス修繕については、緊急復旧を要するものとして見積もり

を徴収し、修繕を実施しましたが、ご指摘のとおり、結果として本復旧となる修繕

を行っていました。 

 平成２９年度からは修繕の規模・緊急性を適切に判断し、契約事務マニュアルを

十分に確認した上で事務執行に努めます。（産業文化部 農政課） 

（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 ２６ 

時 期  平成２９年９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  都市安全部 総合防災課 

項 目  事業計画等の見直しについて 

監査結果（意

見等）の内容 

避難所等井戸設置事業（災害対策事業）については当初予算1,760万円に対し

1,456万円の減額補正が行われ、また、防災行政無線（防災情報伝達事業）につい

ては全額（1億6,133万円）の予算繰越が行われていたため、これらの事業計画等に

ついて所管課に確認を行いました。 

まず、避難所等井戸設置事業（災害対策事業）については、避難所でのトイレで

使用する水を確保するため、当初、小学校24校に対し毎年８校ずつ、３年間で設置

する計画となっていました。しかしながら、学校敷地内の工事であるため夏休み期

間中の工事に限定され、また井戸の設置に必要な地下水脈がどの程度の深さに存在

するか明確でなかったことから、実際に井戸の設置工事が行われたのは、地下水脈

が存在する可能性が高く、他の設備工事等が重ならない安倉小学校のみであり、残

りの７基分の予算は全て減額補正されました。今後の井戸設置については、「平成

２９年度は末成小学校に設置し、次年度以降も地形や学校敷地の適地、学校施設の

他の工事等の条件を勘案し、緊急防災減災事業債を活用しながら防災井戸を順次整

備したい。」旨の説明を受けましたが、井戸設置の可否については事前に検討して

おくべき内容ではなかったかと考えます。 

また、防災行政無線（防災情報伝達事業）については、平成２７年度に実施した

詳細設計に基づき、平成２８年度から整備工事を実施する予定となっていました

が、他市で実施された会計検査院による会計検査において、耐震不足の施設への防

災行政無線設備の設置を不適切として国費返還となった事例があったことなどか

ら、本市では耐震構造計算業務委託料7,800万円を予算に計上していました。しか

しながら、その後の委託内容の見直しにより委託料が500万円程度にまで下がった

ことについて、「構造計算に多大なコストと時間を要することから検討を重ねた結

果、耐震性Ｉｓ値が0.7以上となることを担保することで評価書が不要とされ、構

造計算箇所数も13箇所に減らしたことによる。」旨の説明を受けましたが、繰越明

許費予算において多額の不用額を発生させる結果となっており、大幅に変更された

事業計画については事前の協議不足を感じざるを得ません。 

避難所等井戸設置事業（災害対策事業）は県の補助事業、防災行政無線（防災情

報伝達事業）は国の交付金事業であり、これらは予算化までの時間的制約が存在す

るのは一定理解できますが、安易な事業計画に基づく予算化により、その後、事業

計画の大幅な変更及び事業の遅延が発生しています。今後は事業計画の策定の段階

で、事業内容を精査す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１２月２５日 措置通知 

避難所井戸設置事業は、財源や設置箇所について慎重に調整しながら事業を進め

るよう努めます。 

 防災行政無線（防災情報伝達事業）は、国庫補助の状況等を踏まえ、関係機関な

どと調整し、事業内容を精査しながら順次整備するよう努めます。 

（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 

２９ ２７ 

時 期  平成２９年９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  消防本部 警防課 

項 目  防火水槽整備事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

当該事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、通常の火災時はもとより、大規

模な地震発生に伴い消火栓等が使用不能となった場合に活用可能な消火用水を確

保することを目的としています。本市は現在、「宝塚市消防水利施設整備計画（後

期基本計画）」に基づき、適切な消防水利の管理・整備を進めています。 

平成２８年度末の防火水槽の整備状況を確認したところ、南部市街地（542区画）

における未設置区画は10区画あり、うち６区画は「適切な市有地がなく、将来的に

防火水槽を設置する開発行為が見込めない地域」とされています。今後の設置計画

について「適切な市有地がなく、新たに土地を取得することは困難である。現状で

は開発行為を利用した防火水槽の設置を事業者に指導しているところであるが、当

該区画内の開発行為は現在のところ見込めない。しかしながら、用地の確保の可能

性について検討しながらも将来的に再開発が行われるようであれば、事業者による

防火水槽の設置を積極的に指導し、整備を進めることとする。」旨の説明を受けま

したが、防火水槽の設置困難区画に対しては、代替案等の検討も必要なのではない

かと考えます。 

また、老朽化した防火水槽（設置後50年を経過）については、平成２８年度から

機能診断を実施していますが、対象施設24基（平成２８年度末）に対し、９基の機

能診断にとどまっています。今後増加していく老朽化した防火水槽については、計

画的な機能診断の実施が求められます。 

阪神・淡路大震災の教訓を生かし、今後も防火水槽の未設置区画の解消に努める

とともに、老朽化した防火水槽に対しても適切に管理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１２月２５日 措置通知 

 防火水槽の設置困難区画への対策としては、南部市街地（５４２区画）における

未設置地域の１０区画のうち、開発行為が見込める１区画を除いて、近接地にプー

ル又は池がある区画が４区画、年間を通じて水量は安定していないものの近接地又

は区画内に河川があり、土嚢などでせき止めることによって取水可能となる区画が

５区画存在します。大規模地震等に伴い消火栓が使用不能となった場合は、それら

の自然水利を活用するとともに、地震等の大規模災害が発生した際に、消火活動等

の支援が期待される「宝塚市消防サポート隊協力事業所」の所有する散水車（水量

７トン）なども活用することで消火活動に必要な水利の確保に努めます。 

 また、老朽化した防火水槽（設置後５０年経過）については、他市の調査状況も

踏まえ、機能診断を計画的に行い、修繕の必要性などを調査したうえで、その結果

に基づく有効な処置を施すことで適切な防火水槽の維持管理に努めていきます。 

 

（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 ２８ 

時 期  平成２９年９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  管理部 教育企画課 

項 目  学校徴収金横領事件について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２２年５月に本市の学校園で発覚した学校徴収金横領事件を受け、教育委

員会はその再発防止の取組として、学校徴収金会計事務の適正かつ効率的な運営

を図ることを目的に「宝塚市立学校園徴収金取扱要綱」（以下「要綱」という。）

を作成し、平成２３年４月１日から施行しています。しかしながら、このような

取組にもかかわらず、再度、丸橋小学校及び宝梅中学校において県費負担臨時事

務職員による約2,000万円もの横領事件が発覚しました。 

横領の対象となったのは、教職員の給与控除（親睦会費、ＰＴＡ会費、給食費）

及び学校徴収金（給食費、教材費）の通帳に保管された金員であり、期間も平成

２４年から平成２９年にかけて、約５年間にわたるものとなっていました。 

要綱第１２条第３号によると、学校園長は学校徴収金の総括責任者として事務

取扱に当たり、収入及び支出を決定し、収支状況について適宜、現金及び預金通

帳と出納整理簿を照合し、内容を確認することとされていますが、実際には、当

該校においてこれらの確認行為は行われておらず、要綱に基づく会計事務は形骸

化し、学校現場の担当者に任せきりの状態となっていたことが推察されます。 

本事件発覚後、教育委員会は、要綱に基づく学校徴収金の取扱が適切に行われ

ているかを確認するため緊急の調査を行い、現在、小・中・養護学校37校から提

出された収支状況を確認する調書及び関係書類の写し（平成２４年度から平成 

２８年度まで）の点検作業を進めています。 

再発防止に向けた取組については、「教育委員会から学校園長に向けて定期的な

注意喚起を実施するとともに、調査が完了次第、各校に改善事項等を示すととも

に、現行の要綱の見直しの検討を始める予定である。」旨の説明を受けましたが、

総括責任者である学校園長に対する助言・指導又は書面での通知等による注意喚

起にとどまらず、学校現場において会計事務が要綱どおり運用されているかにつ

いて、適宜、現地調査等により実態把握を行い、それに基づいた助言・指導を行

うなど、不適正な会計処理が今後二度と発生しない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１２月２５日 措置通知 

緊急調査において、帳簿の作成などにおいて要綱どおりの運用がされていない

実態が見受けられることから、改めて要綱に基づく運用の徹底について指導を行

うとともに、チェック体制を含めた要綱の見直しと事務局による調査体制の構築

に向けて検討を進めます。 

 

 

（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 

２９ ２９ 

時 期  平成２９年９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  管理部 職員課 

項 目  教育委員会における時間外勤務等の改善状況について 

監査結果（意

見等）の内容 

臨時職員の時間外勤務状況については、前年度の決算審査において「通知文によ

る時間外勤務縮減に向けた取組を徹底し、職員課においても時間外勤務を適正に管

理・指導するよう努めてください。」と意見したところです。 

この監査意見に対し、所管課からは「今後とも、所属長を通じて各課の業務体制

の見直し及び事務改善を促すことにより臨時職員の時間外勤務を縮減できるよう努

力していく。」旨の報告を受けました。 

このことを踏まえ、平成２８年度における時間外勤務総時間数、臨時職員数及び

臨時職員賃金を確認したところ、次表のとおりとなっていました。 

 

 

 

 

臨時職員賃金総額の増加については、「主にこれまで報償費として支払っていたも

のを臨時職員賃金に変更したことによる。」旨の説明を受けました。また、時間外勤

務総時間数については前年度よりも643時間ほど減少していますが、このうち490時

間は、教育研究課で恒常的に時間外勤務を行っていた臨時職員が平成２８年度から

嘱託職員となったことによるものであり、この影響を除くと、時間外勤務総時間数

は前年度と大差なく、時間外勤務の縮減に向けた改善があまりできていない状況に

あることが分かります。 

教育研究課においては平成２７年度の臨時職員２名体制から、平成２８年度は嘱

託職員１名及び臨時職員２名の計３名体制となりましたが、臨時職員の時間外勤務

は解消されていません。また、スポーツ振興課、社会教育課及び養護学校等におい

ても改善が見られない状況となっていました。 

職員課においては、臨時職員の要望がある部署に対して業務体制の見直しが適切

に行われているか、事務改善がなされているか確認を行うとともに、恒常的に時間

外勤務が発生している部署に対しても、引き続き業務体制の見直し及び事務改善を

促す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１２月２５日 措置通知 

臨時的任用職員の時間外勤務については、前年度決算審査における指摘を受け、

前年度に引き続き今年度当初に各所属長宛に「臨時的任用職員の時間外勤務につい

て」を通知するとともに、当該部署に対し、安易な時間外勤務を命令しないよう指

導を行っているところです。 

また、今回の指摘にある時間外勤務の時間数に改善が見られなかったスポーツ振

興課、社会教育課については、業務改善および業務体制の見直しについて協議して

いるところであり、引き続き効率的に業務が行われる環境の整備を進めていきます。

養護学校については、業務体制の見直しにより、時間外勤務の縮減を図ります。 

 今後とも、臨時的任用職員の時間外勤務を縮減できるよう努力していきます。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 

年度 25 26 27 28

時間外勤務総時間数（時間） 5,072 4,928 4,614 3,971

臨時職員数（人） 200 227 225 242

臨時職員賃金総額（円） 428,134,200 476,706,396 411,519,120 494,048,440



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ３０ 

時 期  平成２９年９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  管理部 学校給食課 

項 目 学校給食費の残余金について 

監査結果（意

見等）の内容 

学校給食費については、これまで私会計として処理されてきましたが、債権債務

の明確化や事務の透明化を図るため、平成２８年４月から公会計化されました。そ

れに伴い、学校給食会において管理されていた残余金については、市に引き継がれ、

学校給食における給食用物資の確保に資するため、学校給食費調整基金（以下「基

金」という。）に積み立てられることとなりました。 

残余金の処理状況を確認したところ、学校給食会が管理していた残余金

15,428,477円については平成２８年度３月補正予算にて基金に積み立てられたもの

の、これとは別に、各学校で管理されていた学校給食費口座の残余金5,612,530円が

存在していました。 

この残余金の発生理由について確認したところ、「食材発注時に想定していなかっ

た喫食者から支払われた給食費の累積と考えられる。」旨の説明を受けました。また、

この残余金の保管状況については、「現在、各学校の校長が通帳で管理している。金

額確定後、平成２９年度１２月補正予算にて基金に積立する予定である。」旨の説明

を受けましたが、残余金を公会計化後も長期にわたり、私会計である学校現場に預

けておくのは好ましくありません。これらの残余金についても速やかに市で管理を

行い、透明性が担保された資金管理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１２月２５日 措置通知 

当該残余金について、平成 29 年 10 月 3 日時点で全て回収し、市で管理していま

す。回収した残余金については、12 月補正予算で計上し、学校給食費調整基金に積

み立てる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１給食費管理口座における残余金の市への入金額について 

２ 

３ 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ３１ 

時 期  平成２９年９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  学校教育部 教育研究課 

項 目 指定研究教育研究事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

教育委員会は、各学校における校内研究や研修活動を奨励し、教員の教育的能力

を高めるとともに、継続的な研究体制を確立し学校経営の活性化を目指すことを目

的に、各学校と契約し、事業形態（研究指定校、研究推進校及び研究奨励校）に応

じた委託料を支出しています。 

毎年度４月までに各学校から提出される収支決算報告書を確認したところ、小学

校では24校中22校、中学校では12校中６校も収支差額が0円となっており、委託料の

戻入が行われていませんでした。所管課から「学校側は委託料を全額執行すること

で委託事業が完了すると認識していると思われる。」旨の説明を受けましたが、その

ような認識があるにせよ、これだけ多くの小中学校において、収入と全く同額の支

出を行えるのか疑問であり、委託料の収支決算に不自然さを感じざるを得ません。 

また支出の内容については、「講師料」及び「印刷・製本代」が主な内容となって

いました。講師料については学校教育部作成の「学校教育部講師等謝金基準」に基

づき適切に支出されていましたが、印刷・製本代については見積書の徴取が必要な

事例にもかかわらず、特名随意契約を行っている事例が存在しました。印刷・製本

代の内容は主に、委託の成果品である「研究紀要」の印刷発注に係るものとなって

いましたが、印刷単価が決定されていない契約が存在していたことから推察するに、

余った委託料は印刷・製本代で消化されているのではないかという疑念が生じます。 

現在、市は財源不足解消のため、全庁を挙げて行財政改革の取組を進めていると

ころですが、教育行政においても例外ではありません。今後、予算の使い切りと誤

解を招くような予算執行を改め、執行残額については戻入を行うよう指導してくだ

さい。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

今回の監査結果と委託料を執行するうえでの留意点（下記のとおり）について、

平成 29 年 10 月 19 日の定例校園長会にて口頭で説明し、さらに文書で 11 月 14 日

に各学校園へ通知いたしました。 

今後も各学校園へ予算の使い切りと誤解を招くような予算執行を改め、執行残額

については戻入を行うよう指導していきます。 

 委託料を執行するうえでの留意点 

  ①委託事業の内容に沿った執行とし、使い切りと誤解を招くような予算執行を

せず、執行残額は必ず戻入すること 

  ②印刷製本費は、最低２者以上から単価、数量を明記した見積書を徴すること 

  ③領収書の但し書きには、商品名、単価、数量を明記してもらうこと 

  ④クレジットカード払い、ポイントカードの利用はしないこと 

  ⑤執行について疑義がある場合は、担当課と協議すること 

（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 ３２ 

時 期  平成２９年９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  社会教育部 社会教育課 

項 目 宝塚自然の家について 

監査結果（意

見等）の内容 

これまで社会教育施設として利用されてきた宝塚自然の家は、施設の老朽化や社

会教育施設としての機能低下の課題を解決しつつ、より魅力ある施設へのリニュー

アルを図るため、指定管理の終了する平成２８年３月３１日をもって休所しました。 

宝塚自然の家を魅力ある施設へのリニューアルを図るため、委託料426万円をかけ

て策定された「宝塚自然の家リニューアル基本構想」の内容を確認したところ、基

本構想の全てを実施するために必要な概算費用は11億8,000万円を超える金額とな

っており、本館の建替工事（解体及び建築工事）だけでも2億円を超える金額となっ

ていることが判明しました。 

この基本構想の実現可能性について、「市の厳しい財政状況を踏まえると基本構想

に基づく整備は困難な状況であり、今後、市の財政状況が好転し、新たな施設の整

備を行うことが可能となった場合に、施設の整備や運営面において部分的な活用を

含めて参考にしていきたい。」旨の説明を受けましたが、そもそも基本構想を業者に

委託する段階で、施設整備事業費等に対しては一定の制約を設けるべきではなかっ

たかと考えます。 

今後の施設整備については、「老朽化している給水設備の設計委託、アスレチック

の点検・改修委託、不要施設であるリーダーハウスの撤去工事を行うための費用を

平成３０年度予算として要求する。」旨の説明を受けましたが、平成２９年度末に予

定されている新名神高速道路宝塚北スマートインターチェンジの供用開始の時期を

あまり逸することがないよう、実現可能なプランを念頭に、早期の再開に向けて、

西谷ビジョン協議会における宝塚自然の家部会及び庁内において協議を重ねてくだ

さい。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

宝塚自然の家リニューアル基本構想を委託する際には、募集要項に具体的な金額

は明記しませんでしたが、施設整備について可能な限りコストを抑えることとして

いました。施設は段階的に整備する計画となっていましたが、宝塚自然の家をより

魅力ある施設とするため、老朽化している建物を建替え、新たな広場整備など、子

どもから高齢者までが楽しみながら、様々な体験学習ができる施設整備をめざすた

めに必要な費用として示されたものです。 

今後は、基本構想で示された内容について、多様なプログラムの提案や現段階で

実現が可能と思われる整備を参考としながら、利用者や地域から希望の多いアスレ

チックの点検・改修の実施に向けて庁内調整を行うとともに、西谷ビジョン協議会

宝塚自然の家部会を中心に協議を重ね、できるだけ早期の再オープンをめざします。 

（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 

２９ ３３ 

時 期  平成２９年９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  社会教育部 スポーツ振興課 

項 目 公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社への出資金について 

監査結果（意

見等）の内容 

市が公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社（以下「公社」という。）へ出資した出

資金については、公社はこれまで基本財産に積み立ててきましたが、平成２６年度

の新法人移行に際し、当時の基本財産3億262万円のうち2億262万円を特定資産に振

り替えました。 

基本財産3億262万円のうち、原資を市が出資したのは2億7,149万円となっていま

したが、特定資産への振替を市が承認した理由として、「新法人制度では基本財産の

運用益を法人の管理経費に充てることができなくなったため、法人の管理経費に充

てることができる恒久的な財源を確保する必要性が認められたためである。」旨の説

明を受けました。 

特定資産に振り替えられたことにより、公社の理事会の決定のみで特定資産を管

理経費等に充当できることとなりましたが、振り替えられた特定資産の中には、市

が出資した 2億 7,149 万円が含まれています。このことを鑑みるに、特定資産の活

用に際しては、事前に公社が市と協議を行う体制が整っていることが望ましいと考

えます。今後、市の合意の下、特定資産が適正な目的で活用されるような体制づく

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１２月２５日 措置通知 

公社において特定資産を活用しようとする際は、市担当部課と十分に協議を行い、

市の合意を得ることを条件とする内容の覚書を締結することを公社に申し入れ、早

期に覚書を締結します。 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ３４ 

時 期  平成２９年９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  市民交流部 国民健康保険課 

項 目 国民健康保険事業費について 

監査結果（意

見等）の内容 

当年度の収支の状況は、歳入が279億1,091万円、歳出が278億6,925万円であり、

実質収支は4,166万円の黒字となり、前年度繰上充用金10億8,575万円を除く単年度

収支では11億2,742万円の黒字となっています。この結果、平成１５年度から13年間

続いていた累積赤字が解消されました。 

このことについて、「主な要因として、税率改定及び収納率向上による保険税の増

加、累積赤字解消のための一般会計からの繰入金1億4,500万円を含む繰入金の増加、

また、薬価改定等による調剤費並びに入院費の減少による保険給付費の減少等が考

えられる。」旨の説明を受けました。 

当年度においても、単年度収支補填分3億4,800万円、累積赤字解消分1億4,500万

円等の一般会計からの繰入金がなければ、当年度赤字が発生することは理解できま

すが、実質収支の結果を踏まえると、累積赤字解消分1億4,500万円については全額

繰入れを行う必要があったのか疑問が残ります。収支の状況については、市民に十

分に説明し、理解を得るよう努めてください。 

また、平成２６年度からの３年間を計画期間とする宝塚市国民健康保険事業経営

健全化プランについて、今後の方針は、平成３０年度からの国民健康保険制度改革

の動向を見据える必要があるため、現時点では未定とのことですが、広域化により

財政運営の責任主体が県となっても、引き続き安定経営に向けた取組を進めてくだ

さい。 
 
 

  
 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成２９年１２月２５日 措置通知 

平成28年度決算においては、保険税改定による増収及び一般会計繰入額の増額

による歳入の増や、薬価改定や被保険者数の減などの影響による保険給付費の大

幅な減により、結果的に累積赤字は解消となりました。 

累積赤字解消分1億4,500万円については、累積赤字解消計画に基づき、当初予

算どおりの額を繰り入れましたが、平成29年度において、前年度繰越額4,166万円

から基金に積み立てる2,100万円を除いた額を一般会計繰入額から減額するため

に、予算の補正を行うこととしています。 

今後は、広域化による影響も含めて検討していく必要がありますので、本年12

月に示される県からの運営方針を踏まえ、保険税の適正賦課や一般会計からの法

定外繰入のあり方について、国保運営協議会で議論を行いながら、国保財政の健

全化に向けて適切に対応してまいります。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 



平成２９年度災害援護資金徴収計画 

 

１ 債権の名称   災害援護資金貸付金 

 

２ 未収の状況（平成 29年 3月末時点）   
 

 

３ 目標徴収率及び徴収額（平成 29年 3月末時点） 

（１）目標徴収率 

 

 

４ 取組内容  ① 国通知に基づく償還免除の適用  ② 生活状況の把握と資産調査の実施  ③ 徴収困難者等の生活実態把握と償還免除への手続き  ④ 支払督促等の送付  ⑤ 少額償還申出書の徴取   

５ 徴収事務の年間スケジュール    別紙、災害援護資金貸付償還事業スケジュールのとおり 
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平成２９年度 宝塚市修学資金貸付金償還金徴収計画書 
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せいかつ支援課　災害援護資金貸付償還事業スケジュール　(平成29年度)

※ 議会報告

※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※

　＜取組＞　　①国通知に基づく償還免除の適用　②生活状況の把握と資産調査の実施　③徴収困難者等の生活実態把握と償還免除への手続き  ④支払督促等の送付　⑤少額償還申出書の徴取

平成２９年度
（２０１７年度）

平成３０年度
（２０１８年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 ５月 ６月 ７月１月 ２月 ３月

市議会

実施計画・予算措置 償還期限(H32年度)

１１月 １２月 ４月

財政課報告

部内報告（部長・室長）

県市連絡会（情報交換）

徴収困難者等事務
（照会・実態調査・調査票、課
税資料の徴取）

償還免除事務
（免除可否判定）

　　　　〃
（判定用ファイル作成）

　　　　〃
（相続人調査）

　　　　〃
（照会・実態調査）

　　　〃
（課税資料）

　　　　〃
　（調査票及び申出書送付）

支払督促の送付

12月 

市議会 

６月 

市議会 

９月 

市議会 

６月 

市議会 

3月 

市議会・ 

予算特別委員会 

借受人・保証人死亡にかかる相続人調査（随時） 

判定式の各項目へのデータ入力 

（収入・資産・負債・最低生活費・月額償還相当額） 

課税担当課データ 

閲覧依頼（更新） 

調査票等の文書返戻分（未回答者含む） 

に係る市内・市外への照会・実態調査（随時） 

２０１７（Ｈ２９）年度課税状況データ入力 

（市内居住者 → 画面コピー、市外居住者 → 証明書提出添付） 

毎年調査票送付（生活状況把握へ） 免除不承認通知書送付 

免除決定通知書送付 

免除の不承認 

調査票回答分については、調査委任承諾書に

より課税資料等の取得等（挙証資料の収集） 

判定式の各項目へのデータ入力による仮免除対象者

抽出 （第１回） 

仮免除対象者（第１回目）に対する本免除への

審査手続き開始 

借受人・保証人への調査票送付（2回目） 

※対象者 → 平成２８年度未回答者 

借受人・保証人への調査票送付（1回目） 

※対象者 → 平成２８年度免除未承認者 

免除の承認 

償還中の借受人・保証人への申出書送付 

対象者の抽出・選定 支払督促送付 




