
 

  

監査結果（指摘）事項整理票   
整理番号 年度 番号 

２９ ３５ 
時 期  平成２９年１２月１８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  せいかつ支援課 

項 目 委託契約における設計書の作成について 

監 査結果

の内容 

宝塚市では、生活困窮者自立支援制度の実施に当たり、①宝塚市生活困窮者自立
相談支援事業業務委託、②宝塚市就労準備支援事業及び生活困窮者自立相談支援事
業（就労支援員）業務委託及び③宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事
業業務委託の３つの委託契約を特名随意契約として締結しています。 

これら３つの委託契約それぞれの契約書、特記仕様書、特名随意契約の理由書等
契約締結に係る一連の書類の提出を受け、その内容を確認したところ、①及び②の
委託契約においては、前年度に予算要求の参考資料として委託の相手方として予定
している者から提出を受けた見積書の額をもって設計価格とし、また③の委託契約
では平成２８年度の委託契約と同額をもって契約することを相手方と合意した上で
設計価格としており、３つの委託契約の全てにおいて設計書も予定価格調書も作成
されていませんでした。さらに、特名随意契約であっても業者決定及び契約締結の
際には必須であるはずの相手方からの見積書も徴取されていませんでした。 

宝塚市契約規則（以下「契約規則」という。）第７条第１項は、一般競争入札にお
ける予定価格の算出においては、仕様書、設計書等を用いて市長が行う旨を規定し、
同条第３項においては、一般競争入札における予定価格は、契約の目的となる物件
又は役務について取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、
履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならないとされています。そし
て、これらの規定は契約規則第２３条により随意契約の場合に準用されますので、
特名随意契約における予定価格の算出に際しても、市長が金額を設計して適正に定
める必要があります。 

また、随意契約の締結時における見積書の徴取に関しては、契約規則第２０条第
１項で、契約の目的、契約の内容その他必要な事項を示して２者以上の者から見積
書を徴するものとする。ただし、契約の目的若しくは性質その他特別な事情により
契約の相手方が特定されるとき又は災害の発生等により緊急を要するときはこの限
りでないとされているので、特名随意契約においても相手方から見積書を徴取する
必要があります。 

担当課において設計書を作成せず、相手方が作成した見積書や前年度と同額とす
る旨の合意があることをもって設計価格としていること及び契約締結時において見
積書の徴取を行わなかったことは、契約規則の規定から逸脱しています。 

契約締結時の決裁には、「契約相手方とは、当該金額で契約を行うことについて合
意済み」という旨の記載がありますが、設計書も作成せず、契約締結のための見積
書徴取も行わず、予算要求資料として特名随意契約の相手方と予定している者から
提出された見積書どおりの金額で契約している現状では、相手方の見積内容が市の
仕様書の内容を充足しているのか、また、その金額が妥当なのか全くチェックされ
ないままで契約締結を行っている状態です。 

次年度以降の委託契約締結の手続においては、契約規則に則った処理を行うこと
とし、必ず担当課で設計書を作成するとともに、契約締結時には見積書を徴取し、
予定価格の範囲内であることを確認するなど、適正な契約事務の執行に努めてくだ
さい。 



 

  

監査結果（指摘）事項整理票   

整理番号 

年度 番号 

２９ ３５ 

時 期  平成２９年１２月１８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  せいかつ支援課 

項 目 委託契約における設計書の作成について 

※ 

措 置結果

又 は方針

の内容（時

期 ・内容

等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

（措置結果） 

生活困窮者自立支援制度に係る委託契約 

① 宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務委託 

② 宝塚市就労準備支援事業及び生活困窮者自立相談支援事業（就労支援員）業
務委託 

③ 宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業業務委託 

①②③の３つの委託契約において、平成３０年度委託契約分から宝塚市契約規
則に基づき、担当課による設計書の作成並びに特名随意契約における相手方から
の見積書徴取を行いました。 

引き続き、委託契約締結の手続きにおいては、特名随意契約に係る見積内容と金
額の妥当性及び仕様書、設計書による契約目的の充足性を確認し、宝塚市契約規則
に基づいた適正な契約事務の執行に努めます。 

（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 

２９ ４９ 

時 期  平成２９年１２月１８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（コスモス関係） 

項 目 指導員の配置について 

監査結果の

内容 

指導員の配置については、宝塚市地域活動支援センター等事業実施及び補助金交
付要綱（以下「要綱」という。）第４条（２）オにおいて「適切な指導及び訓練を
行う能力を有する者を２人以上配置し、うち１人は専任者とすること。」とされて
います。しかしながら、LemonTree においては、開所日である土曜日に指導員が１
名しか配置されていませんでした。この状況は補助要件を満たしておらず、当該補
助金の対象外となることもさることながら、利用者が安全に作業を行う上でも非常
に問題があると考えます。 

平成２７年４月からこの状況が続いている旨の説明を受けましたが、所管課にお
いては、速やかに指導員２名体制で運営を行うよう指導するとともに、他の事業所
に対しても説明会等で指導員の適正配置を徹底するよう、改めて注意喚起を図って
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

指導員は、平成２９年１２月中旬より開所日については２名体制となっていると

報告を受けています。 

指導員配置に関しては他の事業所に対しても、今後の説明会でも適正配置を徹底
するように指導していきます。 

（添付資料） 

１ 平成３０年度説明会資料 
２ 監査委員指摘事項 
３ 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ３６ 

時 期  平成２９年１２月１８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  高齢福祉課 

項 目  高齢者バス・タクシー運賃助成事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市では、70歳以上の市内在住高齢者に対して、バス、タクシーの運賃の一部を
助成する高齢者バス・タクシー運賃助成事業を行っています。 
助成の内容は、バスの寿回数券の購入又はタクシー利用時に使用できる１枚 500

円の助成券を年間 10 枚助成するもので、助成券は本人申請に基づき交付されてい
ます。 
平成２９年度４月１日時点での制度対象者は約 39,200 人、うち申請者は約

28,800人となっており、助成対象者、申請者共に増加傾向にあります。 
助成券には氏名記入欄が設けられており、本人のみ使用可能との注意書きが添え

られています。また、宝塚市高齢者交通運賃助成事業実施要綱には助成券の不正使
用の禁止についても規定されていますが、現実的には本人以外の利用を完全に防止
することは難しいのが現状です。 
今後、本事業の経費は高齢者の増加、対象者への制度の浸透によって年々上昇し

ていくことが予想されます。高齢者の社会参加、健康促進という事業の目的の推進
を図りつつ本人確認など不正利用防止の方法について、交通事業者とも協議、検討
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３０年３月１６日 措置通知 

高齢者バス・タクシー運賃助成については、軽・中度障害タクシー料金助成事業
と併せて高齢者の外出機会を増やすことで社会参加を促進することを目的として
実施しており、多くの高齢者の方々にご利用いただいております。しかしご指摘の
とおり、現実的に本人以外の利用を完全に防止することは困難であり、これを改め
るためには利用券の仕様変更や封入封緘事業委託内容の変更等が必要となり、費用
対効果を考え現状のまま継続せざるを得ないと考えております。 
不正使用を防ぐため、各事業者には利用券の氏名記載について必ず確認いただ

き、記載のない利用券は使用できない旨を各事業者、利用者共に改めて周知して参
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 ３７ 

時 期  平成２９年１２月１８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  高齢福祉課 

項 目  老人保護措置事業及び老人ホーム管理運営事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市では平成２５年度から市立養護老人ホーム福寿荘に指定管理者制度を導入
し、施設の管理運営を指定管理者となった社会福祉法人に任せ、法人に対して指定
管理料と入所者の保護措置費を支払っています。 
指定管理者制度への移行により、人件費及び事業費が大幅に縮減されており、現

指定管理者の施設運営、管理の状況も良好である旨の説明を受けています。 
指定管理者制度は公の施設等の管理運営について、株式会社や財団法人、ＮＰＯ

法人等の団体に委任し、民間の持つノウハウを活かすことでより多様なサービス展
開や、経費の縮減を図ろうとするものですが、福寿荘は宝塚市立の施設です。施設
の運営や提供されるサービスレベルが市の望むレベルに達しているか確認を行う
必要があります。 
所管課からは、指定管理者から月々の保護措置費の請求書、施設の月ごとの運営

状況等に関する月次報告書の提出を受け、また、担当者が現地で事務調査を行うな
ど、施設の運営状況の把握に努めている旨の説明を受けています。 
宝塚市立養護老人ホーム福寿荘の管理に関する年次協定書の第４条において年

次事業報告書及び収支決算書の提出が義務付けられています。平成２８年度事業に
かかる事業報告書及び収支決算書を確認したところ、そのほとんどが福寿荘にかか
る事業の収支決算状況を示す書類で占められており、福寿荘の管理運営に関する事
業報告書は、施設の重点施策の概要や月ごとの平均利用率、入退所数等が数ページ
にわたって記載されているだけの簡易なものでした。 
宝塚市立養護老人ホーム福寿荘指定管理者業務仕様書には、養護老人ホームを管

理運営する上で、指定管理者が行うべき業務、守るべき規則等が明記されています
が、提出された事業報告書ではこれらの仕様書記載の業務等が着実に実施されたか
確認することは難しいと考えます。市の担当職員が定期的に施設を訪問しており、
養護の状況や職員配置の状況などはその都度確認している旨の説明を受けていま
すが、月ごとの在所者数や必要となる職員の配置状況、配置職員の資格の有無、施
設修繕の状況など、指定管理業務の適正な実施の確認に必要な数字や金額等につい
ては、指定管理者からきちんと報告を受けた上で、実地調査による確認をするべき
と考えます。今後は、指定管理者と協議しながら事業報告書の内容や様式の充実に
ついて検討を進めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

月ごとの在所者数、レクリエーションの開催及び参加状況、職員の配置状況、光
熱水費の執行状況並びに施設修繕の状況につきましては、毎月、指定管理者から「月
次報告書」を提出してもらうほか、報告書の内容につき、当課担当者が施設長から
ヒアリングを行う時間を必ず設けております。 
上記の監査結果を踏まえ、指定管理者と協議し、今年度から事業報告書の項目を

増やすこととしました。仕様書記載の業務が実施されたかどうか、適切に管理運営
がなされているのか確認するよう一層努めて参ります。 

（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 ３８ 

時 期  平成２９年１２月１８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  高齢福祉課 

項 目  シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市では、市営住宅５箇所総戸数 295 戸のうち 86 戸、市内の県営住宅３箇所総
戸数 142 戸のうち 53 戸、計 139 戸をシルバーハウジングとし、入居する高齢者に
対して生活援助員を派遣し入居者の在宅生活を支援しています。 
事業は委託契約として宝塚市保健福祉サービス公社が受託していますが、契約書

及び契約仕様書に記載された事項について、以下のような不備が見られました。 
（１）契約書第１８条第３項に規定されている秘密保持に係る誓約書が提出され

ていませんでした。このことについて、「契約当初は提出されていたが、年度の途
中で委託契約業務の従事者が交代しており、新しい従事者からの誓約書の提出が漏
れていた。」旨の説明を受けました。 
（２）契約仕様書の３（１）③において、夜間における緊急時の対応については、

迅速確実で安定確保の必要があるため、業務の内容を明確にし、宝塚市と協議の上、
適切な対応が確保できると認められる民間事業者等に委託できるものとするとさ
れていますが、夜間緊急通報について再委託を行っているにもかかわらず、協議の
記録、受託者からの再委託に関する報告書等が整備されていませんでした。このこ
とについて、「再委託の内容はセコムの緊急通報システムの設置と利用に関するも
のであり、内容等については従前から承知しているものであったため、協議の実施
や特段の報告を求めなかった。」旨の説明を受けました。 
（３）契約仕様書の５において、生活援助員の名簿を宝塚市に提出するものとす

るとされていますが提出されていませんでした。 
本委託事業に従事する生活援助員は、高齢者の安全快適な生活の確保を支援する

ものであり、また、高齢者の個人情報等に触れる機会も多いため、今後は従事者名
簿や誓約書等に遺漏のないよう注意してください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

今回の指摘事項のうち、（１）については既に定型の書式にて提出いただいてお
ります。（３）についても書式を定め委託契約時、職員変更時に提出を求めるよう
仕様書等への記載等を検討し、また（２）については契約締結時に協議・報告によ
り確認を求めるよう改めて参ります。 
 

（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 ３９ 

時 期  平成２９年１２月１８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  高齢福祉課 

項 目  配食サービス事業委託について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市では、調理が困難な高齢者に対して、自宅まで食事（昼食）を配食、訪問し
弁当の手渡しを行うことにより利用者の安否や健康状態の確認等を行う配食サー
ビス事業を行っています。 
市は３事業者と委託契約を締結し事業を行っていますが、契約受託者３者中１者

について、自立者生活支援配食サービス事業委託仕様書の９「書類の整備」に記載
された書類のうち、衛生検査の記録（細菌検査）、時間経過における温度変化の記
録、原価表（食材料費）が作成されていませんでした。 
このことについて、「当該受託者は他の２者と違い、介護保険事業で行っている

配食サービスは行っておらず、本事業の配食のみであるため配食数が少ないこと、
配送エリアが限定的で小さいことなどから、仕様書の９『書類の整備』で義務付け
ている書類の一部について整備を求めていなかった。」旨の説明を受けました。 
当該法人が配食サービスを開始する際、市と当該法人で協議を行い、仕様書の９

「書類の整備」に定める書類の一部について作成しないことを了承していたとのこ
とですが、衛生管理による食中毒の防止、三温度帯管理による適温配食及び配食サ
ービスに係る食材料費の割合は事業実施における重要な事項と考えます。 
仮に特別な理由があり、他の２者に義務付けている書類の一部について作成しな

いことを認めたのであれば、仕様書の９「書類の整備」に記載された書類について、
各書類の整備目的と必要性について再検討し、仕様書を現状に沿った内容に修正し
てください。 
また、仕様内容の見直しの際には受託者と十分に協議を行い、サービスを受ける

高齢者の安全、健康に十分配慮し、特に衛生管理の状況等がおろそかにならないよ
う万全を期してください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

今回の指摘事項を受け、仕様書に記載された書類の整備、提出について、仕様書
の修正も含めて当該法人と協議を始めており、来年度の契約締結に向けて取り組ん
で参ります。 
 

（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 ４０ 

時 期  平成２９年１２月１８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  健康推進課 

項 目  健康ドック及び住民健診に係る使用料について 

監査結果（意

見等）の内容 

健康ドックの使用料は、受益者負担の原則に基づき設定されており、「健康ドッ
クに係る使用料の金額は、委託料に事務手数料を上乗せした金額としている。」旨
の説明を受けましたが、当該事業に係る収支を現金主義会計で見ると、次表のとお
り平成２６年度以降赤字傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
一方、住民健診の使用料は、受診率向上を図るため、公費負担により受診者の自

己負担を低額に設定しています。「住民健診における各種検診に係る使用料の金額
は、保険診療で受けた際の自己負担割合を参考にし、各検診の委託料単価の３割程
度に設定している。」旨の説明を受けました。しかしながら、委託料単価に対する
使用料の割合を確認したところ、次表のとおり検診によって差があり、３割程度と
は言えない項目も見受けられました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康ドック及び住民健診における各種検診に係る使用料については、10年以上金

額の変更が行われていません。しかしながら、委託料は診療報酬の増減や消費税率
の改正等によって随時変動しており、適正な使用料となるよう定期的に検証し見直
す必要があると考えます。健康ドックについては、減価償却の考え方に基づき、備
品購入費、修繕費のうち資本的支出と認められる支出等を一定期間で平準化した上
で事業収支を検証し、使用料の見直しを検討してください。また、住民健診につい
ても、受診率の向上も考慮した上で、適正な自己負担割合となるよう検討してくだ
さい。 

健康ドック事業に係る収支（※現金主義会計） （単位：円）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

歳入 109,795,240 110,963,210 119,170,280 127,237,544

歳出 107,450,380 112,674,846 120,915,315 128,036,786

歳入－歳出 2,344,860 △1,711,636 △1,745,035 △799,242

委託料単価（税

込・円）
使用料（円）

使用料が委託料単

価に占める割合

（％）

3,456 1,000 28.9%

633 ※①

518

2,937 500 17.0% ※②

633

518

1,274 500 39.2%

1,447 1,000 69.1%

2,324 34.4%

4,131 12.4% ※③

5,400 700 13.0%

40歳代 4,860 2,000 41.2%

50歳以上 4,860 1,500 30.9%

※①　肺がん検診（65歳未満）と結核検診（65歳以上）は、年度末年齢で区分されている。

※②　肺がん検診における喀痰細胞診は、肺がん検診及び結核検診受診者のうち、問診の結果対象となった人が

　　　追加で受診でき、使用料は別途発生する。

　　　を追加する。ＨＣＶ－ＲＮＡ検査に対する使用料は発生しない。

乳がん検診
マンモグラフィー２方向撮影

マンモグラフィー１方向撮影

※③　肝炎ウイルス検診は、ＨＢｓ抗原、ＨＣＶ抗体検査の検査結果を受けて、一部の人にＨＣＶ－ＲＮＡ検査

前立腺がん検診

肝炎ウイルス
検診

ＨＢｓ抗原、ＨＣＶ抗体検査
800

ＨＣＶ－ＲＮＡ検査

子宮頸がん検診

大腸がん検診

健康センターで実施している検診等に係る委託料単価及び使用料（平成２９年度）

検診の内容

胃がん検診

肺がん検診

胸部エックス線撮影＋読影
400 34.8%

二重読影

喀痰細胞診

結核検診
胸部エックス線撮影＋読影

400 34.8%
二重読影



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４０ 

時 期  平成２９年１２月１８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  健康推進課 

項 目  健康ドック及び住民健診に係る使用料について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

健康ドック及び住民検診における使用料については、長期にわたり本人負担額の
見直しが行われていないことから、見直しを検討します。 
見直しに当たっては、ご指摘のあった事業収支の考え方や受診率の向上に留意し

た上で、適正な自己負担割合となるようにします。 
また、今後は、委託料の変更に合わせて定期的に検討し見直しを行います。 

（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 ４２ 

時 期  平成２９年１２月１８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 

項 目  地域活動支援センター補助金について 

監査結果（意

見等）の内容 

地域活動支援センター補助金（以下「補助金」という。）は、障害者総合支援法
に規定する地域活動支援センターに対し、その運営費の一部を補助することによ
り、地域活動支援センターの適正な運営及び障害者の自立に寄与することを目的と
しています。 
当該補助金に係る補助基準については、県の補助金交付要綱において示されてい

ますが、本市においては要綱等で市独自の補助基準を設け、また、県の補助基準に
市独自に上乗せする形で事業者に対する助成を行っています。 
まず、市独自の補助基準の内容として、県基準では施設要件について１月当たり

の実利用人員はおおむね10人以上と定められ、この利用人員については月平均５日
以上利用している者を利用者としてカウントすることとなっていますが、本市にお
いては通所以外の支援も利用日数とみなし、対象となる利用人数のカウントを行っ
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
通所以外の支援のうち、電話相談支援については利用者の通所が中断している場

合に社会から孤立することを未然に防ぐことを目的としていますが、過去の財政援
助団体等監査において、通所以外の支援の大部分が電話相談支援となっており、そ
の電話相談支援の内容が記録されていないケースや単に電話連絡を行っているだ
けのケースなど、およそ利用者の支援とは考えにくいケースが散見されました。こ
のことについて、「月平均利用人数を補助基準に合致させることに利用されている
のではないかということも懸念されます。」と意見したところですが、今年度の財
政援助団体等監査においても利用者の出欠や現況把握が主な電話支援の内容とな
っていた状況を鑑みるに、所管課が意図している目的での電話相談支援となってい
るか検証する必要があるのではないかと考えます。 
また、市独自の上乗せ助成の内容については、次表のとおりとなっています。 
 

県補助要綱 市補助要綱

利用人数の

考え方

月平均5日以上又は年間60日以上利

用している者とする。（開設月数が
12月に満たない場合は按分する）

ただし、他の支援制度と併用する場
合は、按分の上加算できる。

原則県基準とするが、1日以上通所

した利用者について通所以外の支援
を行った場合、利用日数とみなす。

（例）電話相談支援、通院同行、家
庭訪問、主治医訪問など

項目 県補助要綱 市補助要綱

運営費加算 なし

15,000円×ポイント数※

※宝塚市在住者の各月実利用日数が12

日以上であれば1.0、12日未満であれば
0.5として計算

交通費助成
当該市町在住者月利用者の交通費月額

のうち、8,000円を超える額の１／２
公共交通機関の場合は実費の1/2

開設費補助 なし

事業所の運営に必要な備品及び設備の

購入金額と2,000,000円のいずれか低い
方の額（千円未満切り捨て）

家賃・駐車場補助 なし

○作業訓練等に使用する建物等の賃借

料（上限15万）×開設月数
○作業訓練等に直接使用する車両の駐

車場賃借料1台分（上限1万）×開設月

数×（当該市町在住者月利用延人員／
月利用延人員）

その他 なし

平均月利用人員が16人以上で、かつ指
導員が3人以上である場合
（7,490,400円-5,313,600円）×開設月
数／12×（宝塚市在住者月利用延人員
／月利用延人員）



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４１ 

時 期  平成２９年１２月１８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  健康推進課 

項 目  産前・産後サポート事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

産前・産後サポート事業は、妊娠・出産や子育てに関する悩みについて、助産師
等の専門職や子育て経験者による相談支援を行い、妊産婦等が抱える家庭や地域で
の孤立感の解消を図ることを目的として、平成２８年１０月から２事業者と特名随
意契約を締結し、助産師等による専門相談（週１回以上かつ１回３時間以上）及び
子育て経験者等による一般相談（週１回以上かつ１回５時間以上）を実施していま
す。 
２事業者と特名随意契約を締結した理由として、「当該事業は、妊娠・出産・産

後の子育てと母子の健康に関する専門的な知識、市の母子保健サービスの十分な理
解と、市や産科医療機関と連携して支援する体制が必要であり、実施できるのは現
在のところ当該事業者のみである。」旨の説明を受けました。 
しかしながら、平成２８年１０月の事業開始から平成２９年１０月末までの利用

実績を確認したところ、１事業者においては、産婦の利用が中心で、妊婦の利用者
が全くありませんでした。特名随意契約を締結しているにもかかわらず利用者がい
ない状況となっていることについて、これでは市が当該事業を委託することで期待
している成果が得られているのか疑問に感じます。 
当該事業の目的も踏まえ、利用実績については適宜分析を行い、必要であれば受

託者に対し事業内容の改善を図るよう指導するなど、利用者増加に向けた取組を行
ってください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

産前・産後サポート事業の周知については、妊娠届出時にチラシを配布する他、
妊婦相談や妊婦訪問を行う際に、妊娠中に利用できるサービス等をわかりやすく掲
載しているマタニティライフプランを活用し、個別に紹介しています。 
しかし、本事業のターゲットである初めて妊娠した方は、就労していることが多

く、平日の利用が困難なことや、専門相談のテーマに興味を持ちにくいことが利用
に影響していると考えています。 
これまで、産前・産後サポート事業の実施場所を定期的に巡回し、事業担当者に

対して、事業の内容をわかりやすくホームページ等で情報提供するよう指導してき
ましたが、改めて、平成 29年 12月 1日に委託先の事業管理者と協議の場を持ち、
事業内容の改善について申し入れました。 
ご指摘の 1 事業者における妊婦の利用状況については、11 月に新規 1 名、12 月

に新規２名、合計延べ 6名の利用があり、改善の兆しが見られています。 
また、就労中の方も産前休暇に入ると、本事業に参加しやすくなることから、平

成 29年 12月から開始した妊娠 7か月以降の妊婦を対象とする妊娠後期アンケート
を送付する際に、産前・産後サポート事業について再度案内し、タイムリーな情報
提供により利用者の増加につながるよう取り組んでいます。 

（添付資料） 
１産前・産後サポート事業実績 
２ 
３ 



 

 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４２ 

時 期  平成２９年１２月１８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 

項 目  地域活動支援センター補助金について 

監査結果（意

見等）の内容 

上記項目のうち、運営費加算が市独自の上乗せ助成において最も大きな金額を占
めている旨の説明を受けましたが、各項目ごとの上乗せ額の算出は行われておら
ず、上乗せ補助の効果を確認する上で不十分であると考えます。また、交通費助成
については今年度の財政援助団体監査において、通所日数に基づく乗車券による交
通費が4,940円であるにもかかわらず、定期代7,290円を支給していた事例がありま
したが、各月の自己負担する実額を補助するという考え方は、必ずしも合理的な助
成方法とは言えないのではないかと考えます。交通費助成については今後、考え方
を整理し、より合理的な助成方法となるよう検討してください。 
さらに、当該補助金に係る阪神各市における施設数を確認したところ、次表のと

おりとなっていました。 
 
 
 
 
人口比から判断した本市の施設数は、他市に比べて多くなっており、補助金等の

支出効果に関する調査書（平成２８年度）においても、「現在、地域活動支援セン
ター数は多くなり飽和状態になりつつある。」とされています。この背景には、市
独自の上乗せ助成により事業所の開設・運営が他市に比べ容易となっている状況が
あるのではないかと考えられますが、そもそも所管課において、これまで利用者の
ニーズ及び需要を踏まえた適切な事業所登録が行われてきたのか疑問が残ります。 
なお、当該補助金の決算額及び上乗せ助成額は次表のとおりとなっています。 
 
 
 
 
 
 
補助金決算額1億6,610万円のうち、およそ6,000万円もの金額が市独自基準によ

り上乗せ助成されていますが、果たしてこの金額に見合うサービスが利用者に提供
され、利用者の自立に寄与しているか懸念するところです。当該補助金については、
一部の事業所において、利用者に対する適切なサービス提供よりも、補助金獲得に
向けた利用者の人員確保が優先されているのではないかという疑念を払拭するこ
とができません。 
これらのことについて、所管課から「利用者個人に対する支援につながる補助で

あるかどうかを慎重に検討しながら市の独自基準の見直しを図る予定である。」旨
の説明を受けましたが、宝塚市行政評価委員会による「平成２８年度の施策評価に
ついて」においても、障害者福祉の施策に対して「市独自の上乗せ、横出しをして
いる事業については、改めて精査が必要である。」とされています。今後所管課に
おいては、各事業所における利用者の利用状況等を把握した上で、市独自の上乗せ
助成の必要性及び内容について検証を行い、当該補助金が真に障害者の自立に寄与
できるものとなるよう努めてください。 

尼崎市 西宮市 宝塚市 川西市 三田市 伊丹市 芦屋市

地域活動支援センター 27 14 13 5 4 4 2

（単位：円）

決算額 県補助基本額 市上乗せ助成額

平成２８年度 166,100,000 106,743,491 59,356,509

※小規模作業所を含む



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４２ 

時 期  平成２９年１２月１８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 

項 目  地域活動支援センター補助金について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

通所以外の支援については平成 23 年から実施している激変緩和措置であり、5

年以上経過し、すでに役割は果たしたと考えられることに加え、課が意図している
目的が達成されているとは言いがたい状況であるため、平成 30 年度から廃止しま
す。すでに事業所説明会で説明を行い理解を得ています。 

交通費は定期代と通所した日数に基づく乗車券による交通費を比較し、低額の金
額を支払いの対象とすることを事業所説明会で説明しています。 

地域活動支援センターについては、意見のとおり市内の事業所数が他市に比べて
多いこと、また事業所数が多いことが、結果的に 1事業所あたりの利用者数の減に
繋がっていると予想されることから、新規開設への補助は役割を終えたものとし、
平成 30年度より、新規開設補助を廃止します。 

また、市が行っている単独補助については、平成 30 年度以降、見直しを図りま
す。 

（添付資料） 

１ 平成３０年度説明会資料 

２ 監査委員指摘事項 

３ 



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４３ 

時 期  平成２９年１２月１８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 

項 目  補装具費の支給について 

監査結果（意

見等）の内容 

障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向
上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長
することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具
について、補装具費を支給しています。 
支給の流れとしては、市は障害者からの申請を受け、まず他制度との補装具費支

給の優先順位を確認、申請者からの聞き取り調査、県立更生相談所の支給判定に参
加、この結果に基づき、市は支給決定を行い、補装具作製後に事業者から提出され
る公費負担請求書を受理した後、市は事業者へ支払いを行っています。 
しかしながら、今年度、事業者から市に提出された補装具の再購入の請求書のう

ち、実際には購入の実績がない事例、また、修繕の請求書においても修繕の実績が
ない事例が見つかりました。これは事業者と申請者が示し合わせて虚偽申請を行っ
たものであり、この事業者が他市で起こした不正請求がきっかけで本市でも判明し
たものですが、現在所管課において仕様通りの補装具が納入されたか、修理が行わ
れたかの確認は行われておらず、このままでは今後も同様の不正請求が見逃されて
しまう可能性があります。 
このことについて、「今後、車いす及び座位保持装置等における購入、修理の全

ての支給決定で、支給後の現物写真を請求書とともに提出することを義務化する。
場合によっては現物を直接検品することとする。」旨の説明を受けましたが、引き
続き不正請求の効果的な抑止方法について検討するとともに、市として不正請求を
行った事業所に対しては厳正な処分を行う旨の周知を図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３０年３月１６日 措置通知 

補装具の給付については、今後は現品の確認、写真の添付等をより徹底し、同様
の不正が起こらないよう事務フローを見直しました。すでに事業所へは通知をして
います。また、平成 30 年度以降は法改正により購入だけでなく、レンタルが可能
になることから、事務が煩雑化することが予想されますが、適正に事務を処理でき
るよう、課題については都度見直しを行い、制度についての正しい理解について事
業所及び利用者に周知していく予定です。 

（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 

２９ ４４ 

時 期  平成２９年１２月１８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 

項 目  タクシー料金助成について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市においては、電車・バス等の公共交通機関を利用することが困難な重度障害
者に対し、市と契約したタクシー会社のタクシーを利用した場合に基本料金相当額
を助成しています。また、普通タクシーに乗車することが困難な重度障害者に対し
ては、市と契約したタクシー会社のリフト付きタクシーを利用する場合に、料金の
一部（680円）を助成しています。 
福祉タクシーについては月４枚（年間48枚）の利用券を交付していますが、リフ

ト付きタクシーについては利用枚数に制限はなく、必要に応じて利用券を交付して
います。また、福祉タクシーとリフト付きタクシーの両方の支給要件を満たす者に
ついては、両方の利用券を併給していますが、リフト付きタクシー利用券に枚数に
制限がなく、併給を行っているのは阪神間で本市だけであることについて、「本市
の給付は他市より充実しているが、車いす等での移動が必須であり、リフト付きで
なければ移動ができない利用者にとってニーズが高い事業と捉えている。」旨の説
明を受けました。 
しかしながら一方で、リフト付きタクシー利用券が福祉タクシーで使われる不正

利用が発覚し、タクシー事業者に助成金の返還を求める事例が発生しており、リフ
ト付きタクシー利用時の自己負担部分について福祉タクシー利用券の併用を認め
ていることについても不正利用が発生する余地がないか懸念されるところです。ま
た、タクシー利用券の返還については、「宝塚市福祉タクシー料金助成事業実施要
綱」第１１条（利用券の返還等）に規定されていますが、所管課としては転出手続
の際に未使用分の返還を求めているのみであり、返還すべき全てのケースについて
厳密に対応している状況とはなっていませんでした。 
このことについて、「不正利用について指導を行ったことから、現時点において

は適正に利用されているものと考えている。今後は事務手続等を見直し、より不正
を防止できる事務処理を検討する。」旨の説明を受けましたが、利用券の適正利用
については事業者及び利用者に対し適宜、注意喚起を図るとともに、有効期間が残
っている未返還の利用券の効果的な管理方法についても検討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３０年３月１６日 措置通知 

事業所及び利用者には利用券の送付の際に利用券使用に関する注意事項を添付
しています。また、新規登録の際に使用に関する注意事項の説明を行っています。
有効期限が残っている未返還の利用券の管理に関しては、転出時や死亡時の返還に
ついても周知徹底が行えるように利用券使用に関する注意事項に明記するととも
に、窓口での案内を行います。 

（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 ４５ 

時 期  平成２９年１２月１８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  生活援護課 

項 目  現業員の配置について 

監査結果（意

見等）の内容 

生活保護の実施体制として、社会福祉法（以下「法」という。）第１４条で、市
は条例で福祉事務所を設置しなければならないとされ、法第１５条で福祉事務所に
は所長、査察指導員及び現業員（ケースワーカー）を置かなければならないとされ
ています。このうち、現業員の定数について、市の場合は法第１６条第２号により
被保護世帯80世帯につき１人が標準（以下「標準数」という。）とされています。 
そこで、本市における生活保護受給中の世帯数及び現業員の数について確認した

ところ、平成２９年１０月１日現在で生活保護受給中の世帯数が1,936世帯であり、
標準数の現業員は25名となります。しかし、現在配置できている現業員は22名であ
り、標準数を３名下回っている旨の説明を受けました。併せて、平成２９年度の各
現業員の担当ケース数についても確認したところ、最も多い担当ケース数で99、最
も少ない担当ケース数は78で、現業員22名中21名が担当ケース数80を超えていまし
た。 
このことにつき、所管課からは、「従前より人事担当部局に対して、人員の増員

を依頼している。その結果、部全体としては一定数の増員が図られているが、部内
配置の優先順位等から、現業員の増員にはつながらず、標準数の現業員数は確保で
きていない。今後も標準数の現業員数の確保について、実質的な増員ができるよう
人事担当部局に強く要望していく。」という旨の説明を受けました。 
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護

を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長すること
を目的としています。そのためには各世帯に対する丁寧な支援が必要です。各世帯
への丁寧な支援を実施するためには、少なくとも標準数の現業員数の確保が求めら
れます。今後とも、現業員の増員について人事担当部局と協議し、実施体制の確保
に努めてください。 
また一方で、現業員数が増加した場合には、その指導監督を行う査察指導員数も

増やす必要が生じます。現在の生活援護課の執務室は、床面積に対して在籍する職
員数が過大となっているため、職員１人当たりの執務スペースが極めて狭小となっ
ており、現在の場所ではこれ以上職員数を増やすことは困難と考えます。職場環境
については、生活援護課の他にもせいかつ支援課のせいかつ応援センターや障害福
祉課においても同じように執務スペースが非常に狭小であったり、気積が確保でき
ていない等の課題があると考えます。今後は、職員の安全と健康を確保するととも
に、快適な現場環境を形成することにも配意し、健康福祉部として担当部局と必要
な協議を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３０年３月１６日 措置通知 

従前より人事担当部局に対して、人員の増員を依頼しているところですが、社会
福祉法に定められた生活保護世帯数に対する現業員数を確保できておりません。兵
庫県の生活保護事務監査でも、現業員の所要人員の確保について人事担当部局と調
整するよう、指摘事項として挙げられていることからも、今後も標準数の現業員の
確保及び、現業員数の増加に伴う査察指導員の確保について、人事担当部局に強く
要望してまいります。 
執務室については、生活保護受給者増加に伴う現業員の増加により、現在の職場

環境での執務スペースの確保が非常に難しくなってしまいます。労働安全衛生規則
の基準を下回ることないよう、他部署も絡めた職場の配置転換も含め、執務スペー
スの確保について庁舎管理部局に強く要望してまいります。 

（添付資料） 

１ 



 

 

  

監査結果（意見等）事項整理票   
整理番号 年度 番号 

２９ ４６ 
時 期  平成２９年１２月１８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  せいかつ支援課 
項 目  委託契約における事務手続について 

（１）特名随意契約の理由について 
監査結果（意

見等）の内容 今回の定期監査では生活困窮者自立支援制度に係る３つの委託契約について一
連の書類を確認いたしました。その結果、以下の点で若干の課題が見受けられまし
たので、今後改善するように取り組んでください。 
（１）特名随意契約の理由について 
今回確認した３つの委託契約は全て特名随意契約として締結されており、特名随

意契約の理由書（以下「理由書」という。）が作成されていました。そこで理由書
の指定理由を確認しましたが、当該委託の特名性について十分に説明できておら
ず、安易に相手方を決定したのではないかと疑問を持たざるを得ないものが見受け
られました。契約の在り方については、契約事務の公正性を保持し、経済性の確保
を図る観点から、個々の契約ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等を客観
的・総合的に判断し、決定されるべきであり、特名随意契約とする場合には、その
理由を明らかにすべきです。次年度以降、引き続き当該相手方と特名随意契約を締
結する場合は、特名性を十分に検討した上で、理由書でも特名理由を説明できるよ
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３０年３月１６日 措置通知 

（措置結果）  ３つの委託契約に係る特名随意契約の理由書においては、契約目的を充足する
ことを前提に、契約内容における業務の専門性と支援実績を記すことで、特名理
由としました。  今後も契約事務の公正性及び経済性を確保すべく特名性を明確にします。  
 

（添付資料） 

１ 平成 30 年度特名随意契約の理由書（宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務
委託） 

２ 平成 30 年度特名随意契約の理由書（宝塚市就労準備支援事業及び生活困窮者
自立相談支援事業（就労支援員）業務委託） 

３ 平成 30 年度特名随意契約の理由書（宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学
習支援事業業務委託） 

 



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ４７ 

時 期  平成２９年１２月１８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  せいかつ支援課 

項 目  委託契約における事務手続について 

（２）相手方従事者の経験、資格等について 

監査結果（意

見等）の内容 

（２）相手方従事者の経験、資格等について 
宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務委託における相談支援員に要求する経

験、資格等に関しては、仕様書で「生活及び就労の支援に関する経験並びに各種支
援制度の実務に関する知見を有しており、相談者の課題を包括的に捉え、生活相談
から就労支援まで個々の相談者のニーズや状況に応じた支援を行うことができる
者であること。」とされています。また、宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学
習支援事業業務委託における主任学習支援員及び学習支援員に関しては、仕様書に
おいて学習支援の経験等に加え、「学習支援に熱意のある者」であることを求めて
います。 
このような抽象的な表現では、市が委託において相手方従事者に具体的にどのよ

うな経験、資格等を求めているのかが不明確なため、委託業務を適切に履行できる
かの判断が困難となる可能性があります。次年度以降の委託の仕様書においては、
抽象的な表現を排し、具体的な経験年数を記載する等、市が確認できる明確な内容
となる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３０年３月１６日 措置通知 

（措置結果） 
宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務委託における相談支援員の人員配置及

び、宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業業務委託における学習支援
員の配置について、一部抽象的な表現がありました。 
今後、委託の仕様書においては、抽象的な表現を排し、具体的な経験年数を記載

する等、市が確認できる明確な内容となるよう改善しました。 
改善個所 
1.宝塚市生活困窮者自立相談支援事業 
仕様書 5（2）人員配置ア 職種（イ）相談支援員の内容について記載を変更 

          

2.宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業 

 仕様書 4（2）のウ・エから、学習支援に熱意のある者との記載を削除 

 

（添付資料） 

１ 平成 30年度宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務委託仕様書（案） 

２ 平成 30 年度宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業業務委託仕様
書(案) 

３ 



 

監査結果（意見等）事項整理票   
整理番号 年度 番号 

２９ ４８ 
時 期  平成２９年１２月１８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  せいかつ支援課 
項 目  委託契約における事務手続について 

（３）個人情報の取扱いに関する条項について 
監査結果（意

見等）の内容 （３）個人情報の取扱いに関する条項について 
宝塚市個人情報保護条例（以下「個人情報保護条例」という。）第１５条第１項は、

個人情報の取扱いを実施機関以外の者に委託することができる旨を規定し、同条第２項
で、契約書において個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかに
しなければならないとしています。個人情報保護条例の規定を受けて宝塚市個人情報保
護条例施行規則（以下「個人情報保護条例施行規則」という。）第１０条が契約書に定
めるべき事項を規定しています。 
今回、３つの委託契約それぞれの個人情報の取扱いを確認しましたが、いずれも個人

情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）として、具体的な事項が規定されてい
ました。しかしながら、各委託契約の仕様書を比較すると、特記事項に基づき個人情報
を取り扱うことと定めているものと、個人情報保護条例の本旨に従うとのみ定めている
ものがあり、各契約間で差異が見受けられます。また、特記事項は契約書、仕様書等と
ともに袋とじされているのではなく、別葉として保管されているものもありました。 
委託契約における個人情報の取扱いについては、個人情報保護条例及び個人情報保護

条例施行規則において契約書上定めるものとされていますが、仕様書、特記事項等にお
いて別途定める場合は、どの箇所に定めたのかを明記するとともに、特記事項も契約書
の一部として袋とじをする必要があります。次年度以降の委託契約においては、個人情
報に関しこれまで以上により適正で統一した取扱いとなる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３０年３月１６日 措置通知 

（措置結果） 
３つの委託契約の仕様書における個人情報の取扱いについて、平成３０年度から 

「個人情報の管理と保護」と規定し、内容を統一しました。 
また、個人情報取扱特記事項についても、宝塚市個人情報保護条例施行規則に鑑み、 
個人情報取扱特記事項、第３（誓約書の提出）、第９（個人情報の受渡しと搬送）の

条項を追加し、契約書の一部として契約書、仕様書等とともに袋とじとし、より適正で
統一した取扱いとしました。 

 

（添付資料） 

１ 平成 30年度宝塚市生活困窮者自立相談支援事業業務委託仕様書（案） 
２ 平成 30年度宝塚市就労準備支援事業及び生活困窮者自立相談支援事業（就労支援
員）業務委託仕様書（案） 

３ 平成 30 年度宝塚市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業業務委託仕様書
（案） 

４ 個人情報取扱特記事項（３委託共通） 

 



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５０ 

時 期  平成２９年１２月１８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（コスモス関係） 

項 目 実績報告書等について 

（１）作業収入に係る光熱水費の取扱いについて 

監査結果（意

見等）の内容 

コスモスが運営する３施設（ふらっと、たこやき幸じん及びLemonTree）に係る
実績報告書等の確認をしたところ、適正でないと考えられる事例がいくつか見受け
られましたので、これらについて必要な指導・助言を行い、補助金の適正執行に努
めてください。 
（１）作業収入に係る光熱水費の取扱いについて 
たこやき幸じんにおいては、たこ焼き等の販売に係る材料費、作業手当、光熱水

費（総額の75％）及びごみ収集料を経費とみなし、これらを作業収入から控除した
残額を余剰金としていますが、LemonTree においてはカフェ運営に係る材料費及び
作業手当のみを経費とし、光熱水費は経費として控除されていませんでした。しか
しながら、カフェを運営している以上、経費となる光熱水費は発生しているはずで
あり、経費の取扱いにおいて、たこやき幸じんと差異を設けるのは適切ではないと
考えます。 
なお、現在の要綱においては、作業収入に係る光熱水費を補助対象外経費とする

記載はありませんが、材料費だけを補助対象外経費とし、実際に作業で発生してい
る光熱水費を補助対象経費とすることに合理的理由があるとは考えられません。 
今後、所管課においては、補助対象外となる経費の範囲について一定の整理を行

い、その内容について説明会等で周知を図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３０年３月１６日 措置通知 

商品材料費は対象外経費としていますが、飲食店における光熱水費やごみ収集の
取り扱いに関しては明記されていません。県に確認したところ、明確な取り決めは
ないとのことでした。また、阪神各市に問い合わせたところ、ほとんどの市は実際
に作業で発生する光熱水費は補助対象経費としているとの回答でした。担当課とし
ては商品材料費は直接費とし対象外経費、商品を作る際に発生する光熱水費は間接
費として対象経費としてみなすと考えます。 

（添付資料） 

１ 平成３０年度説明会資料 

２ 監査委員指摘事 

３ 



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５１ 

時 期  平成２９年１２月１８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（コスモス関係） 

項 目 実績報告書等について 

（２）作業手当について 

監査結果（意

見等）の内容 

（２）作業手当について 
作業手当については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」第１２条にお
いて、「工賃の支払は行わなければならない」とされていますが、要綱においては
特に定められておらず、詳細な取り決めに関しては各事業者に任された状況となっ
ています。  
コスモスにおける作業手当の支払について確認したところ、たこやき幸じんにお

いては毎月固定時給で作業手当が支払われているのに対し、LemonTreeにおいては
当月の粗利益に応じた時給で作業手当が支払われており、また、これらの作業手当
に係る根拠規定をコスモスでは定めていませんでした。 
作業収入に係る余剰金は、翌年度の事業所運営経費に充てることも認められてい

ることから、根拠規定が定められていなければ、経費となる作業手当を恣意的に下
げることで余剰金を増やし、翌年度の事業所の運営経費に充てることが可能となり
ます。 
このことについて、所管課から「作業収入に関しては原則として利用者に工賃と

して還元されるべきだと考えている。また、事業者においては工賃の支払に関する
規定を設ける必要があると考えている。」旨の説明を受けましたが、再度、説明会
等で周知を行うとともに、規定の内容が適切かどうかも確認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３０年３月１６日 措置通知 

平成２９年１２月２１日に開催した事業所説明会において、生産活動における収
入は工賃として利用者に還元すること、また、それに伴い工賃の取り決めについて
変更が出る場合は工賃の規定の変更を行うように説明しました。平成３０年度申請
時にも、再度周知を行います。 

（添付資料） 

１ 平成３０年度説明会資料 

２ 監査委員指摘事項 

３ 



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５２ 

時 期  平成２９年１２月１８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（コスモス関係） 

項 目 実績報告書等について 

（３）修繕費について 

監査結果（意

見等）の内容 

（３）修繕費について 
たこやき幸じんにおけるパソコンの修繕費454,680円について内容を確認したと

ころ、パソコンのハードディスクの故障によるデータ復旧費用となっていました。
担当者がデータ再入力の時間を短縮するため、業者にデータ復旧を依頼したもので
すが、これは、事業者が本来定期的に行っておくべきデータのバックアップを行っ
ていなかったことに起因するものであり、金額的にも補助対象となるか所管課に確
認が必要なケースであったと考えます。 
このことについて所管課から、「従前より、修繕内容に関して市に事前に報告す

るように指導がなされていなかった。」旨の説明を受けましたが、今後は、市に事
前報告が必要なケースについて一定の方針を示すとともに、事業者に対し説明会等
で周知を図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３０年３月１６日 措置通知 

平成２９年１２月２１日に開催した事業所説明会において、備品及び修繕に関し
て費用が３万円以上かかるものは市に事前に報告し、事前に協議が必要であると説
明しています。平成３０年度の申請時にも再度、事業所説明会において周知を行い
ます。 

（添付資料） 

１ 平成３０年度説明会資料 

２ 監査委員指摘事項 

３ 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５３ 

時 期  平成２９年１２月１８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（コスモス関係） 

項 目 実績報告書等について 

（４）公課費の内訳について 

監査結果（意

見等）の内容 

（４）公課費の内訳について 
地域活動支援センター補助金において、公課費は市の補助金対象経費として認め

られ、市の実績報告書の記載要領においては、「固定資産税」や「自動車税」が対
象経費として例示されています。これを踏まえ、たこやき幸じんにおける平成２７
年度実績報告書の公課費426,666円の内訳を確認したところ、次のとおりとなって
いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記のうち、「平成２６年度川西市補助金返還金」については公課費に該当せず、

補助対象外経費であることは明らかですが、なぜ、他市の補助金返還金が当市の公
課費に計上されたか理解に苦しむところです。また、各種「会費」についても、平
成２８年度の所管課による実地調査結果において補助対象外経費とされています。 
さらに、ごみ収集料については、平成２８年４月分が平成２７年度の実績報告に

計上されているのは不適正であることもさることながら、そもそも公課費に該当し
ない経費であると考えます。 
このような公課費に該当せず、また、補助対象にもならない経費が実績報告書に

計上され、その誤りが見過ごされていたのは非常に問題があると考えます。これは、
当該法人に対して、所管課による平成２７年度分の実地調査が行われなかったこと
が理由であると考えますが、各事業所に対し、補助対象となる経費について再度周
知を行う必要があると考えます。なお、今回はこれらの補助対象外経費を公課費か
ら除いても補助金の返還は発生しませんでしたが、実績報告書の書面審査のみで実
地調査を行っていない他の事業所において、補助金額に影響を及ぼす同様の事例が
発生していないか懸念されるところです。 
担当職員数や時間の制約上、毎年度全ての事業所に対して実地調査を行うことが

困難であるのは一定理解できますが、このような見過ごしを行わないためにも、対
前年度増減が大きい勘定科目については内訳明細書の提出を求めるなど、実地調査
対象外となった事業所の実績報告書に対する効果的なチェック方法について、今後
検討していく必要があると考えます。 

項目 金額（円）

平成２６年度川西市補助金返還金 203,000

自動車税 4,000

商店会会費 12,000

商品開発業者年会費 20,000

健康まつり出店料 2,766

一般廃棄物手数料 300

２７年１２ヶ月分ごみ収集料 170,400

２８年４月分ごみ収集料 14,200

426,666



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５３ 

時 期  平成２９年１２月１８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（コスモス関係） 

項 目 実績報告書等について 

（４）公課費の内訳について 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年３月１６日 措置通知 

補助対象経費の一覧表については従前より各事業所には配布していましたが、よ
り詳細に対象経費や対象外経費がわかるように一覧表を修正し、また、変更申請時
や実績報告時に提出する書類も追加し、平成２９年１２月２１日に実施した事業所
説明会において、実地調査に行かない事業所に関しても内訳明細がわかるようにし
説明しました。平成３０年度申請時にも事業所説明会において、再度周知します。 

（添付資料） 

１ 平成３０年度説明会資料 

２ 監査委員指摘事項 

３ 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５４ 

時 期  平成２９年１２月１８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（兵庫虹の会関係） 

項 目 地域活動支援センター補助金及び障害者小規模通所援護事業補助金について 

監査結果（意

見等）の内容 

地域活動支援センター「あおぞら」について、実地調査を実施し平成２８年度の
通所台帳を確認したところ、平成２８年１０月について、実績報告書では市内利用
者14名となっているところ、台帳では対象者を12名しか確認できませんでした。 
担当者から、「差分２名中１名は１０月から通所を開始したお試し通所中の利用

者が１名おり、台帳にはまだ名前を記入していなかった。」旨の説明を受けました。 
なお、当該通所者は通所台帳とは別の作業日誌において通所日を確認することが

できました。また、もう１名については、「台帳には名前があるものの、通所者本
人が台帳に通所チェックを記入するのを忘れており、指導員も通所チェックの有無
を確認するのを忘れていたため台帳上出勤日数０日となっていた。」旨の説明を受
けました。実際の通所日については記録が残っておらず、指導員も覚えていないと
のことで、補助対象となる月５日以上の通所を証明する書類等が存在しませんでし
た。この１名を除いて補助金額を再計算すると実支出額よりも16,000円少ない金額
になりますので、法人に対して実績報告書の修正と過払い補助金の返還を求めてく
ださい。 
障害者小規模作業所「虹の家」について、本年８月に所管課が行った実地調査に

おいて、本来１台のみ補助対象として認めている駐車場賃貸料について、２台分の
駐車場賃貸料が補助対象経費に算入されていることが判明し、平成２８年度の交付
済補助金のうち111,000円の返還を求めています。平成２６年度、平成２７年度の
補助金交付状況を確認したところ、両年度共に駐車場賃貸料が２台分算入されたま
まとなっていました。平成２６年度、平成２７年度についても実績報告書の修正と
過払い補助金の返還を求めてください。 
要綱において補助対象となる駐車場賃貸料が１台分のみとされたのは、平成２１

年４月であり、実績報告書の様式にも補助対象となる駐車場賃貸料の考え方は記載
されています。事業者向けの説明会でも説明をしているとのことですが、法人の担
当者はそのことについて認識がないようでした。 
今後も引き続き、補助金の目的と補助対象経費の考え方、実績報告書の記載方法

等について事業者に周知徹底し、補助金の誤請求が起こらない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３０年３月１６日 措置通知 

「あおぞら」「虹の家」ともに返還済みです。 

平成２９年１２月２１日に実施した事業所説明会において、実績報告書や翌年度
の補助申請書の記載要領や注意点を説明しています。また、変更申請より申請方法
を変更し事業所と担当課で確認や修正を行いやすくするために改良しています。今
後も誤請求が起こらない仕組みづくりに取り組みます。 

（添付資料） 

１ 平成３０年度説明会資料 

２ 監査委員指摘事項 

３ 


