
 

 

 

 

 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５５ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  総務課 

項 目  定員管理について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市における定員管理については、平成２８年１２月に策定された宝塚市定員管
理方針において、「今後の行政運営においては、職員の削減だけではなく、住民か
らの多様なニーズに対応し、きめ細かなサービスを提供するための体制整備が重要
な視点の１つになっており、本市においても必要な組織体制の確保という視点をも
って定員管理に取り組む必要がある。」とされ、これまでの削減方針から組織運営
に必要な人員を確保する方針に転換がなされました。 
この方針に基づき策定された宝塚市定員適正化計画（平成２８年度から平成３２

年度）においては、公営企業を除く部局の定数職員（常勤職員に再任用職員を加え
たもの）及び常勤職員（正規職員に週５日の再任用職員を加えたもの）について、
次表のとおり職員数の見通しが作成されています。 
 
 
 
 
定数職員においては 148 人、常勤職員においては 203 人増加させる計画となって

おり、この計画が与える市の財政への影響について、「人事院勧告による給与改定
及び共済費の増加の影響などの不確定要素を除き、平成２８年度決算における人件
費総額（約 140 億円）を上回らない試算となっている。」旨の説明を受けました。
しかしながら、定年退職職員が新規採用職員に置き換わる新陳代謝の影響等によ
り、上記計画期間内では現在の人件費を上回らない試算だとしても、中長期的なス
パンで考えた場合、今後これらの職員数の増加が人件費に大きな影響を及ぼす可能
性があります。 
また、職員採用の考え方において、特に新規施策導入や組織体制維持、人材育成

のため、財政状況や人件費の状況を踏まえて 125 人を上限として採用するとされて
います。この 125 人の根拠について、「平成３２年度までの業務量の見通しとして
140 人程度の増員が必要であるという庁内各課の回答結果及び財政状況を参考に決
定した。」旨の説明を受けましたが、140 人程度の増員が必要とされた業務量につい
ては、行財政運営アクションプランで掲げられた「事務事業の見直し」の取組が適
切に行われた結果の業務量であるか、精査する必要があるのではないかと考えま
す。 
いずれにしても、今後、定員管理については中期的な計画目標も定めるよう努め

るとともに、平成３２年度までの計画期間においても、人件費の毎年度の推移を慎
重に見極めながら採用数を決定していくなど、適切な定数管理となるよう努めてく
ださい。          
 

（各年４月１日現在。単位：人）

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33

定数職員 1,504 1,537 1,561 1,590 1,625 1,652

常勤職員 1,415 1,474 1,502 1,529 1,586 1,618



 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

１ 昨今、市の事務については、国や県から計画的に権限移譲されるものもありま

すが、急遽法律が制定され、1 年程度で処理することを求められたり、また、こ

れまでの市の組織では所管が決められないものや、習得に時間を要する専門的な

知識が必要なものがあり、各担当課で今後の業務量の見通しを立てることも困難

な状況にあります。そのため、中長期的な計画目標を定めるのではなく、本市の

財政状況や人件費を踏まえ、定員管理の方向性を方針で定めることとし、その中

で定員適正化計画を策定して定員管理に努めています。 

平成 28 年（2016 年）12月に策定した定員管理方針は、今回初めて策定したも

のですが、基本的な考え方としては、総合計画に合わせて 10 年間の定員管理の

方針を策定し、当該方針を踏まえ、5 年ごとに定員適正化計画を策定することを

考えていますので、定員管理については、本市の財政状況や人件費を踏まえ、方

針及び計画を策定するとともに、毎年度の新規採用職員数についても、人件費の

推移を見ながら決定していきます。 

 

２ 定員適正化計画の計画採用予定人数において増員する 125 人については、平成

28 年度（2016 年度）に庁内各課に照会した結果、今後の業務増の見通しとして

各課から回答のあった、新規事業の実施や、法律改正等による事業の拡充、シス

テム更新や国勢調査など一時的・定期的に増員が必要な事業の実施に対応するた

めのもので、精査はしていませんが、毎年度、増員が必要となっている生活保護

のケースワーカーのように今後の見通し立たないものや、必要職員数の回答がな

かったものなどもあることから、一定の増員は必要と考え、本市の財政状況や人

件費に配慮しながら定めたものです。定員管理方針の趣旨で述べているように、

本市は、これまで行財政改革に係る人件費抑制のため、継続的に定員の適正化に

取り組み、その結果、類似団体の職員数の平均を下回る状態を維持しています。

そのため、行財政運営アクションプランで掲げた「事務事業の見直し」の取組に

よりワークライフバランスには寄与するものの、定員削減はあまり見込めないと

考えていますが、業務量の精査については、毎年度実施の定員に関する各部のヒ

ヤリング等を通じて行っていきます。 

 

（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 ５６ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  総務課 

項 目  内部統制について 

監査結果（意

見等）の内容 

地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）において、都道
府県知事及び指定都市の市長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要
な体制を整備することが義務付けられ（その他の市町村長は努力義務）、平成３２
年４月１日から施行されることになりました。これは、地方公共団体における事務
が適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成され
るよう、事務を執行する主体である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリ
スクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保することを目的としてい
ます。 
内部統制に対する本市の考え方について所管課に確認したところ、「市としての

対応はまだ決定していないが、内部統制の強化は必要であると考えている。既に作
成している事務処理ミス防止対応方針等を活用するなど、本市に適した取組を検討
する。」旨の説明を受けました。また、内部統制において想定されているリスクに
ついて、「リスクについては事務処理ミス防止対策を検討した際、各部総括課のメ
ンバーによる研究会の中で抽出されているが、分析までは行えていない状況であ
る。」旨の説明を受けました。 
地方公共団体における内部統制制度が参考にした制度の１つである金融商品取

引法監査の基準においては、「内部統制とは基本的に、①業務の有効性及び効率性、
②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全の４つの目
的が達成されているとの合理的な保証を得るために業務に組み込まれ、組織内の全
ての者によって遂行されるプロセスをいう。」とされ、単にリスクを評価して対応
するだけのものとはなっていません。また、事務処理ミス防止の取組においては、
個々の職員の意識が問題とされていますが、内部統制においては、個々の職員の意
識に頼ることなく、全ての職員によって遂行されるプロセスにより、結果的に事務
処理ミスや様々な不正等が防止されることが期待されています。 
なお、内部統制の具体的な内容については、各地方公共団体がそれぞれの実情を

踏まえ検討することとされていますが、努力義務とされている本市においても、そ
の実情に応じた内部統制の整備及び運用について検討することが望まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

1 内部統制における全ての職員によって遂行されるプロセスによる事務処理ミス

等の防止については、本市の事務処理ミス防止対応方針の取組では、個々の職員

の意識だけでなく、組織体制や職場環境等に関する原因への対応策も示していま

す。特に、組織体制に関する原因と対応策では、チェック体制の見直し、業務の

専門化と属人化の防止、研修の実施を挙げており、この対応策への管理職の具体

的な取組として、決裁の必要性やチェックの意味と項目などについても優しく解

説した事務処理ミス発生防止のための見直しポイントも作成し、周知したところ

です。これらを踏まえ、各部や各課においても組織的に取り組み、事務処理ミス

発生の防止に努めています。 

 

2 本市に適した内部統制の整備及び運用については、内部統制体制の整備におい

て取り組まないといけない事務としては、①リスクの特定、②現状分析、③運用

状況の評価方法の整備、④内部統制報告書の開示体制整備、⑤推進体制整備、⑥

基本方針策定などがあります。 

まず、①については、この取組において時間を要するもので、リスクを洗い出

し、対応すべきリスクを特定し、評価するものです。このうちリスクの洗い出し

と特定は、事務処理ミス防止対応方針の取組において実施済です。リスク評価に

ついては、他市での取組状況を把握していますが、発生頻度と影響度を分類する

際の基準を国のガイドラインにおいて示されるものと考えており、それを踏まえ

検討します。 

②については、特定したリスクの所在（部署、業務）を把握し、業務の現状分

析をするもので、一部は実施済ですが、内部統制体制の整備の検討においては、

関係する課に調査する必要があります。 

③については、運用状況の評価方法の整備し、チェック方針・方法の明確化、

モニタリング部署による評価体制の検討などをするもので、本市においては、国

のガイドラインを踏まえて各課に調査して検討します。 

④については、報告書の記載内容と承認プロセスを検討し、公表までのスケジ

ュールを明確化するもので、これについても国のガイドラインを踏まえて、本市

において検討します。 

⑤については、本市の総括責任者や各責任者、事務局を設置するもので、これ

については、総括的な事務局は総務部総務課が担うものと考えていますが、各リ

スクによっても担当を決める必要があります。 

⑥については、基本方針項目を設定し、長による作成方針の指示をするもので、

これについても国のガイドラインを踏まえて、本市において検討します。 

以上のとおりですが、第 31 次地方制度調査会の答申も踏まえ、国のガイドラ

インも参考にし、これまでの事務処理ミス防止対応方針等の取組も活用して、本

市に適した内部統制体制の整備を検討します。 

なお、昨年度、本市が施行時特例市 35 市に調査した時点で回答のあった 23

市のうち、方針策定をしたのが 1 市（吹田市）、検討しているのが 6 市（川口

市・平塚市・富士市・春日井市・福井市・寝屋川市）、策定の予定なしが 16

市（伊勢崎市・所沢市・熊谷市・小田原市・大和市・厚木市・茅ヶ崎市・長

岡市・甲府市・上越市・松本市・沼津市・八尾市・明石市・鳥取市・松江市）

となっています。各市とも、当該答申の趣旨を踏まえた対応を検討しており、

国のガイドラインが示されてから対応するものと思われます。 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ５７ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  総務課 

項 目  宝塚市例規集更新データ作成等業務委託について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚市例規集更新データ作成等業務委託においては、宝塚市例規集更新データ、
ホームページにおける公開用データ及び年度版例規集の作成業務を、特名随意契約
により株式会社ぎょうせいに委託しています。 
この委託料の積算根拠については、「委託業者の見積りを基に積算している。」旨

の説明を受けました。なお、委託料の適正性については、「他の業者との比較によ
り適正性を判断することはできないため、阪神各市の同種の委託契約の状況を参考
にしている。委託料総額ベースでは本市の契約金額が突出している状況にはなく、
現在の委託料はおおむね適正な範囲にあると考えている。」旨の説明を受けました
が、同社と契約している阪神各市の中には、本市と委託内容がほぼ同様であるにも
かかわらず、大幅に低い金額で契約を行っている市もあり、当該契約が特名随意契
約であることからも、委託料の適正化に対する取組が不十分ではないかと感じざる
を得ません。 
また、年度版例規集作成業務に係る委託料は 100 万円（税抜）と高額になってお

り、印刷業務のみを見積り合わせによる別契約とすることの可否について、「契約
手続、データの受渡し、校正作業などにかなりの期間を要することになり、納品時
期が遅れ、年度版例規集としての時期を逸することになるため適当ではない。」旨
の説明を受けましたが、結果的に適当ではなかったとしても、委託料の適正性確認
の観点から、別契約としたときの納品時期及び委託料の比較検証を行う必要がある
のではないかと考えます。 
特名随意契約においては、業者の選定理由もさることながら、金額の妥当性に対

する説明責任も生じることを念頭に、阪神各市の仕様内容や契約金額を再度精査・
比較することにより、当該契約がより透明性の高いもの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３０年５月１８日 措置通知 

1 宝塚市例規集更新データ作成等業務の委託料の適正化については、平成 17年度

（2005 年度）3,985,800 円だったところ平成 28 年度（2016 年度）は 2,359,152

円としており、データ更新と年度版例集のそれぞれの単価の削減に取り組んでき

たところです。当該委託業務については、法的な専門性が必要とされることや、

それに基づき、データを作成し、指定する期間内にそのデータにより年度版の例

規集として、印刷し、製本することができる能力を有している必要があることか

ら、事業者は限られる上に、事実上、契約している事業者以外に当該業務を実施

することができないため、これまで特名随意契約をしてきたところであり、現在

の委託料は概ね適正な範囲にあると考えています。 

適正性の判断については、阪神間各市の同種の委託契約においての改正原稿量

や予算執行の方法などが異なることから、同一の事業者であっても契約内容に違

いがあるため、委託料の総額で本市が突出しているとは考えていませんが、仕様

書や契約書などを取得して詳細に比較していないため、今年度に阪神間各市に調

査して、その状況を把握し、金額の妥当性に対する説明責任を果たすよう努めて

いきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 年度版例規集作成業務の印刷業務を別契約とすることについては、当該業務に

おける印刷業務は、単なる印刷業務ではなく、本市の提出する条例等により宝塚

市例規集更新データを作成し、その内容を審査し、及び校正を加え、データの正

確性を確保することにより、本市の例規集データベース等の更新作業を行う業務

に付随したものです。印刷業務のみ別契約として実施する場合、一般の印刷業者

に業務を委託するに当たり、本市職員も新たにデータの正確性の確保のため、デ

ータ出力作業、校正作業などにかなりの時間を要することになり、委託化による

業務の効率化や費用の削減の効果が見込めなくなるとともに、製本完成時期が遅

れることになり、納品時期が遅くなり、年度版例規集としては時期を逸したもの

となります。印刷業務を別契約とすることについては、こういった影響があると

考えていますが、別契約としたときの納品時期及び委託料の比較検証をするな

ど、金額の妥当性については精査していきます。 

 

（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 ５８ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  契約課 

項 目  工事検査の体制等について 

監査結果（意

見等）の内容 

契約課における平成２６年度以降の工事検査の体制を確認したところ、いずれも
再任用職員の土木職及び建築職各１人の２人体制となっています。 
本市では、現在、長尾中学校屋内運動場改築工事に続き、新庁舎・ひろば整備事

業、文化芸術施設・庭園整備事業等の大型事業が進行しており、大規模施設の建設
が続くことになっています。このような状況下における工事検査体制の在り方につ
いて所管課の認識を確認したところ、「今後の工事検査については、土木工事では
維持修繕工事など特殊な技術への対応が必要な検査が増加し、建築工事では大規模
建築工事を控え、建築・機械（設備）・電気など多岐にわたる工種の検査が必要に
なることが予想される。そのため、それに対応可能な検査体制の整備が必要である
と考えている。」旨の説明を受けました。今後とも、不良工事を防止し、公共工事
の適正な施工の確保のためにも、工事検査体制の整備に意を用いてください。 
また、本市では、契約の適正な履行や品質の向上、将来におけるより適切な入札

及び契約に資することを目的とし、平成２９年８月１日以降に発注する工事を対象
として、工事成績評定結果を受託事業者へ通知するとともに、契約課窓口において
公表する取組が始まりました。本市における工事成績評定の方法は、兵庫県工事成
績評定に準じて、主任監督員・総括監督員・工事検査員の三者の工事成績評定点を
合計するものとなっています。また、評定結果の活用方法について所管課に確認し
たところ、「良好な工事を実施した請負業者には、窓口等の公表に加え、市のホー
ムページに良好工事実施業者一覧を掲示するなどの特別公表を行う一方、工事成績
が不良となった請負業者に対しては、指名停止などのペナルティを課すことを検討
している。」旨の説明を受けました。あわせて、この制度を運用していく上で認識
している課題として、「監督員を含め工事成績評定者の慎重かつ公正な採点が重要
となると考えている。」旨の説明を受けました。工事業者に対する良、不良の評定
やペナルティがなされる以上、成績評定に関係する全ての技術職員が工事成績評定
の趣旨を理解し、基準を共有することが必要不可欠です。今後とも、研修の実施等
により、技術職員の能力向上を図り、契約の適正な履行及び品質の向上に努めてく
ださい。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

検査体制の在り方については、市全体の限られた人員の中で、経験豊富な技術を
もった職員をどのように配置するのかという問題でもあり、契約課の検査担当を増
員することは、担当課の熟練技術職員を減らすことになります。現時点では、大型
工事案件の発注や施工管理などのためにも担当課の熟練技術職員を減らすことは
困難であることから、必要な検査に支障が生じないように、担当課の技術職員と契
約課の検査担当との連携を一層緊密にし、検査の量や質の維持・向上に努めていき
ます。 
工事成績評定については、ご指摘のとおり、成績評定に関係する全ての技術職員

がその趣旨を理解し、基準を共有することが非常に大切であるため、技術部会を中
心に、今後も引き続き研修等を実施し、技術職員の能力向上を図っていきます。 

（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 ５９ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  管財課 

項 目  公用車両の事故について 

監査結果（意

見等）の内容 

公用車両の事故発生状況（過去５年間）は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事故発生状況のうち、自損事故の発生件数が最も多く、構成比としては各年度に

おいて全体の50％以上を占めています。それらの原因について確認したところ、「市
庁舎内の公用車両の駐車場内における自損事故が多く、中でも運転経験の浅い職員
が自損事故を起こしやすい傾向が見られるため、公用車両を運転する場合は極力１
人乗車ではなく、２人乗車を呼びかけるなどして、自損事故防止に取り組んでい
る。」旨の説明を受けました。 
また事故件数軽減の対策として「安全運転講習会の実施（春と秋の年２回）、交

通安全週間に合わせた庁内放送の実施やポスターの掲示、車両管理事務所出入口の
横に無事故継続日数や事故件数比較グラフの掲示、安全運転チャレンジ１００日へ
の参加、新規公用車両購入時のドライブレコーダー搭載及び安全運転意識向上のた
めのマグネットシール貼付を実施している。」旨の説明を受けました。 
市庁舎内の公用車両の駐車場について、駐車区画や通路にあまり余裕がないこと

も自損事故が多い原因の１つと考えられます。現在進められている「宝塚市新庁
舎・ひろば整備事業」の中では駐車場の移設も計画されており、駐車場内での自損
事故減少にもつながるのではないかと考えますが、公用車両は市民の財産でもあり
ますので、これからも事故発生抑止に向けた取組をより一層積極的に進めてくださ
い。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

特に駐車場内での事故は、簡単な注意で防げるが、焦りや運転技術の未熟さ故に
発生してしまうものであると考えています。 
公用車は 2 人以上で乗ることを勧奨すると共に、特に駐車時には、運転していな

い職員が車両の誘導を行うよう周知し、事故が発生しにくい環境づくりに向けて、
安全運転講習会等で引き続き啓発していきたいと考えています。 
また、現在計画中の新公用車両駐車場の１台当たりのスペースを広げる予定で

す。 
その他として、宝塚警察署や公益社団法人全国市有物件災害共済会とも連携し、

より効果的な事故防止対策についての情報収集を積極的に行い、職員に周知を図っ
ていきます。  

（添付資料） 
１ 
２ 
３ 

（単位：件）
加害 被害 自損 合計

件数 6 6 27 39

(構成比) (15.4%) (15.4%) (69.2%) (100%)

件数 10 9 25 44

(構成比) (22.7%) (20.5%) (56.8%) (100%)

件数 12 6 23 41

(構成比) (29.3%) (14.6%) (56.1%) (100%)

件数 6 10 35 51

(構成比) (7.0%) (18.6%) (74.4%) (100%)

件数 9 4 18 31

(構成比) (29.0%) (12.9%) (58.1%) (100%)

※平成２９年度は平成２９年１２月末時点です。

平成２９年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度



 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ６０ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  人材育成課（福利厚生担当含む）、給与労務課 

項 目  時間外勤務の縮減のための取組について 

監査結果（意

見等）の内容 

時間外勤務の縮減のための主な取組について所管課に確認したところ、「ノー残
業デーの設定及び推進責任者（各室長）によるノー残業デー当日の職場巡視、各課
において終業時ミーティングを実施し、退庁時刻の報告等行っている。」旨の説明
を受けました。これらの取組については、定期的に周知することで推進されていま
すが、実施状況の具体的な確認までは行われていません。また、課別及び月別の時
間外勤務の実績については、毎月集計表での周知と同時に「時間外勤務の縮減が図
られていない場合は、所属長に対してヒアリングを行うことがあります。」と各課
に通知していますが、本監査時点ではヒアリングの実績はありませんでした。取組
を推進している所管課として、適宜進捗状況を確認する必要があると考えます。 
なお、ノー残業デー実施要領において、「ノー残業デーが実施できない場合は、

原則として１週間以内に代替日を設定して実施し、推進責任者が代替の実施状況を
必ず確認することとする。」とされていますが、代替日の管理方法については各課
に一任されています。各課の管理方法が異なる中で、推進責任者が該当職員全員の
実施状況の適切な管理を行えるのか疑問に感じます。効果的な管理を行えるよう
に、ノー残業デー実施要領の見直し等も含め、制度の構築について検討してくださ
い。 
また以前から、時間外勤務が月30時間を超えた職員がいる課に対して「時間外勤

務実施状況報告書」の提出を求めています。提出を求める以上は、形骸化を防ぐた
めにも、該当課が把握している原因並びに実施している対策についても、所管課で
内容を確認し、課別及び月別の時間外勤務の実績と照らし合わせて、ヒアリング等
に活用すべきではないかと考えます。 
時間外勤務の縮減には、長時間勤務による健康障害の防止という目的もありま

す。長時間勤務による健康障害の防止対策の実施状況については、「心の健康相談
において、職員からの相談を受け入れる体制を取っている。」旨の説明を受けまし
たが、自治体職員の長時間勤務についても社会問題化しており、早急に対策に取り
組むべき事項の１つです。１箇月当たりの時間外勤務の基準を設定した上で、その
基準を超える時間外勤務を行っている職員に対しては、産業医と連携して積極的な
働きかけを行うべきであると考えます。 
時間外勤務の縮減のための取組をより一層推進していくためには、取組を推進し

ている所管課においても、時間外勤務が発生している原因を的確に分析し、各課で
対策できる要因と、組織全体として対策すべき要因を判断した上で、それぞれの要
因に応じた具体的な対策を講じていく必要があると考えます。人材育成課（福利厚
生担当含む）及び給与労務課が連携し、各課の取組の進捗状況を管理するとともに、
時間外勤務の状況に課題があると認識した課に対しては、必要に応じて適宜支援す
ることにより、全庁的な時間外勤務の縮減につながるよう、引き続き取組を推進し
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５月１８日 措置通知 

 
・時間外勤務が月 100 時間を超えるなど長時間労働となっている職員が在籍する課
などに対しヒアリングを行い、その際の資料として時間外勤務実施状況報告書を活
用し、対応策が実施されているか、またその結果がどうであったかを確認します。
また、時間外勤務実施状況報告書の記載内容や各課へのヒアリング等により、時間
外勤務の発生原因を分析し、具体的な対策を検討します。 
 
・ノー残業デーの代替日の管理については、時間外勤務をしたノー残業デーの代替
日を推進責任者が確認できるように時間外勤務命令簿の様式を見直します。 
 
・月 80時間など一定の基準を超える時間外労働を行っている職員に対しては、「長
時間勤務者に対する産業医による面接指導について（通知）」に基づき、産業医に
よる面接指導を受けるよう、所属課長を通じて働きかけます。 
 
 

（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 ６１ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  人材育成課（福利厚生担当含む） 

項 目  ストレスチェックについて 

監査結果（意

見等）の内容 

職場におけるメンタルヘルス対策の１つとして、平成２８年度から定期健康診断
及び成人病検診の受診対象者に対して、職員の心理的負担の程度を把握するため、
厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査表（57項目）」を用いたストレスチェ
ックを委託して実施しています。 
平成２８年度の実施状況については、全庁対象者3,142人における高ストレス判

定者は182人であり、うち医師による面接指導勧奨者は42人となっていましたが、
産業医による面接指導実施者は９人にとどまっています。産業医による面接指導を
受けていない職員についても追加調査を行い、他の機関への受診等の状況も把握す
る必要があると考えます。 
ストレスチェック制度の主な目的は、労働者に対しては、自らのストレスの状況

について気付きを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、事業
者に対しては、検査結果を集団的に分析し、職場環境等の改善につなげることで、
労働者がメンタルヘルスの不調に陥ることを未然に防止するものです。高ストレス
判定者に対して継続的なメンタルヘルスケアを行い、また職場単位等での分析を進
めることで、職場環境等の把握及び改善に努めてください。 
 
 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

産業医の面接指導を受けていない職員のフォローが行えるよう追加調査を行い
ます。 
ストレスチェックの実施時期、実施方法及び分析等について、その都度課題とな

る点や近隣市の状況を把握しながら改善を図っていきます。 

（添付資料） 
１「こころの健康相談のご案内」 
２ 
３ 



 

 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ６２ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  人権男女共同参画課 

項 目  住宅資金貸付金償還事業について 

監査結果（意

見等）の内容 

滞納となっている住宅資金貸付金償還金の収納事務については、宝塚市住宅資金
貸付金滞納償還金収納事務委託に関する事務取扱要綱第３条に基づき、滞納額や滞
納している期間、また滞納者自身の誠意の有無等を考慮しながら、総務部長、人権
平和室長、人権男女共同参画課長を構成員とする選定会議を経た上で、弁護士事務
所へ収納事務委託を行っています。 
しかしながら、平成２５年２月を最後に選定会議は行われておらず、新規の収納

事務委託は行っていない旨の説明を受けました。平成２５年２月以降も収納事務委
託の対象となる新たな滞納案件は発生しているとのことですので、案件内容を見極
めながら適宜選定会議を開催し収納事務委託を行ってください。 
なお、委託先の弁護士事務所については、平成２２年度にプロポーザルを実施し

選定して以降、個人情報保護や滞納交渉の継続性を考慮して、当初契約期間終了後
も特名随意契約により同じ弁護士事務所と委託契約を継続しています。委託先に支
払う手数料の適正性を確保し、回収率向上を図るためにも、一定の年度を経過した
場合は改めてプロポーザル等による業者選定を行うべきではないかと考えます。 
また、滞納償還金の遅延利息については、住宅資金貸付償還金滞納整理事務取扱

要綱第１４条に基づき請求していないとのことですが、減免に関する決裁行為が行
われていませんでした。規定に基づいて減免したことが明確となるよう決裁を行
い、減免の事実や根拠を文書として残す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３０年５月１８日 措置通知 

①選定会議の開催について 
 平成 30 年（2018 年）2 月 14 日に選定会議を開催し、5 人 8 件の追加委託を決定
しました。（4 月１日より委託 2 人 3 件、5 月１日より委託予定 2人 4件、連帯保
証人調査中 1人 1 件） 

②収納事務委託に係るプロポーザルの実施について 
 平成 31 年度（2019 年度）に住まい政策課の滞納家賃とともにプロポーザルを実
施し、2 債権を合わせて委託する予定にしており、平成 30 年度（2018 年度）は
それに向けて住まい政策課と協議・調整を行う予定としています。 

③遅延利息の減免について 
 平成 29 年度決算において滞納償還金が確定した段階で、遅延利息の減免に係る 
決裁行為を行います。 

（添付資料） 
１ 選定会議開催結果 
２ 
３ 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ６３ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  各人権文化センター 

項 目  警備業務委託について 

監査結果（意

見等）の内容 

各人権文化センターにおける警備業務委託については、５年間の長期継続契約と
なっており、現在の契約が平成２９年９月末で終了することに伴い、次期契約（平
成２９年１０月１日から平成３３年３月３１日まで）に向け、平成２９年８月に入
札を実施しましたが、応札額が全て最低制限価格を下回り、入札不調となりました。 
この結果について、「前回の入札時（平成２４年度）においては入札額にばらつ

きが生じていたものの、予定価格の範囲内の入札があり契約に至ったことから、今
回のように応札者全者が最低制限価格を下回るとは想定していなかった。各人権文
化センターにおける積算が甘かったと認識している。」旨の説明を受けましたが、
前回の入札時において応札額に10倍近いばらつきが生じており、最低制限価格より
かなり低い応札があったことからも、今回の入札に際しては、設計額の積算方法の
適正性を検証しておくべきであったと考えます。 
また、設計額の積算方法については、異常事態発生時における警備会社のパトロ

ール隊出動に係る人件費、監視センサーの設置等に係る資材費、賠償責任保険料等
に係る諸経費の合計額となっていましたが、各人権文化センターで用いたパトロー
ル隊出勤に係る積算時間、諸経費割合等の考え方が統一されておらず、各人権文化
センターの設計額にばらつきが見られる結果となっていました。 
入札不調後、再入札を行っても業者決定ができなかった場合に施設管理に支障を

きたすおそれがあったことから、特名随意契約により、平成２９年９月末までの警
備業務受託業者と平成３０年３月末まで６箇月間の契約を締結しています。今後予
定されている平成３０年４月以降の長期継続契約に係る入札においては、適正な設
計額となるよう各人権文化センター間で十分に協議、調整等を行い、警備業務委託
に係る委託料の適正化に努めるとともに、不慮の事態にも対応できるよう時間的余
裕をもった契約事務手続を行ってください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

各人権文化センターにおける設計の考え方が統一されていなかったことについ
ては、平成 30 年度からの新規契約締結依頼時において、事前に３つの人権文化セ
ンターで協議し、統一的な考え方に改めたことにより、設計額は統一されており契
約締結にいたっています。 
また、次回の契約締結時においては、設計積算の考え方について、教育委員会学

校施設警備業務委託の例を参考にしつつ、機器点検及び緊急対応に係る人件費、設
置機器等に係る設置・撤去、報告書作成・提出、管制管理及び機器の減価償却相当
費を計上し、過去の入札の応札価格を参考としながら、委託料の適正化に努めてい
きます。 
 
 
 

（添付資料） 
１ 施設警備業務委託設計書（案） 
２ 
３ 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ６４ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  各人権文化センター 

項 目  図書室の利用状況等について 

監査結果（意

見等）の内容 

各人権文化センターには、地域交流の促進を目的に図書室が設置されています
が、その利用状況を確認したところ、次のとおりとなっていました。 
 
 
 
 
 
 
まいたに人権文化センターの蔵書冊数が少ないことについて、「平成２８年９月

に親子で利用できるよう、また子どもの居場所として利用できるよう、長年読まれ
ていない本を廃棄してスペースを確保し、利用者層の拡大を図ったためである。」
旨の説明を受けました。確かに、平成２８年度に蔵書整理として、211冊の購入冊
数に対し、1,796冊の図書廃棄を行っていますが、蔵書回転率（貸出冊数／蔵書冊
数）においては、各人権文化センターの中で最も低い状況となっています。 
また、まいたに人権文化センターの図書に係る予算額が他の人権文化センターよ

り少なくなっていることについて、「予算額が他の人権文化センターより少ない中
で、良い本を購入するためにリサイクル図書を購入するなどの工夫も行っている。」
旨の説明を受けましたが、予算的制約により魅力的な図書が揃っていないことが、
利用者数及び貸出冊数の伸び悩みにつながっている可能性も考えられます。 
なお、各人権文化センターにおける図書の貸出方法について、図書に添付してい

る図書カードに貸出者の氏名、貸出日等を記載するようになっていましたが、個人
の貸出履歴は個人情報に該当するものであり、誰でも閲覧可能な図書カードについ
ては見直しを検討する必要があると考えます。 
人権文化センターにおける図書室の役割は、地域交流の促進だけにとどまらず、

人権学習の貴重な場所でもあると考えます。市立図書館における取組等も参考に、
今後も引き続き、図書室の魅力向上に努め、人権文化センターの設置目的に寄与す
るもの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３０年５月１８日 措置通知 

ご指摘のありました、まいたに人権文化センターの蔵書数につきましては、各市
立図書館や他の人権文化センターからの図書の譲り受けにより蔵書数の増加を図
るとともに、蔵書回転率につきましても、1 回あたりの貸出冊数を現行の 3 冊から
利用者のニーズに応じた冊数に増やすことにより向上を図ります。 
また、図書カードの貸出履歴につきましては、利用者の個人情報の保護の観点か

ら、図書が返却されましたら、図書カードに記載されています氏名を削除していま
す。 
今後は市立図書館と連携を図り、司書の助言も参考にしながら図書室の魅力向上

に努めます。 

（添付資料） 
１ 
２ 
３ 

平成２８年度 くらんど まいたに ひらい

　予算額（備品図書）(円） 200,000 50,000 200,000

　蔵書冊数（冊） 6,798 4,762 6,702

　延べ貸出冊数（冊） 7,370 4,105 7,941

　延べ利用者（人） 5,782 3,360 4,762



 

 

 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ６５ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  人材育成課（福利厚生担当含む）（宝塚市職員互助会関係） 

項 目 宝塚市役所内職員食堂について 

監査結果（意

見等）の内容 

互助会では、会員その他の職員の福利厚生の一環及び来庁者の利便性向上を目的
に、宝塚市役所内職員食堂（以下「職員食堂」という。）を事業者に委託して運営
しています。 
職員食堂の運営に当たっては、営業開始に必要な初期費用の半額（10,337,787円）

を互助会が負担し、市庁舎使用料の免除及び営業開始後３年間は電気料金の一定額
（総額270万円）の減免を行っています。電気料金の減免については、当該支出額
が決算書等に表記されず、市民に見えない形での財政支援となり、電気料金相当分
を市からの補助金として別途支出する等、他の手法も検討する必要があったと考え
ます。また、減免額については、「前事業者の電気使用量を参考に算出した。」旨の
説明を受けましたが、事業者の募集時点で減免額を決定するのではなく、営業開始
後の電気使用量や収支状況を基に減免額を決定すべきであったのではないかと考
えます。 
職員食堂における収支状況については、「平成２９年２月の営業開始から依然と

して厳しい状況が続いており、利用者増加に向けた取組として、料理の味や質への
徹底したこだわり、サービスの向上及び各種ＰＲを行っている。」旨の説明を受け
ましたが、平成２９年５月に互助会が実施した職員食堂に関する職員アンケートの
結果では、昼食に職員食堂を利用しない理由として「価格が高い」が38.5％を占め
ています。当該結果は事業者にも提供されていますが、事業者の経営努力に加え、
互助会においても当該結果を踏まえ、利用者及び未利用者双方のニーズに応えられ
るような具体的な手法について検討する必要があると考えます。 
様々な形で公費が支出されている状況に鑑み、職員食堂の収支状況については適

宜確認し、また利用者増加に向けて更なる取組に努め、独立採算による安定的な運
営ができるよう継続した経営指導を行ってください。 
 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

減免額の決定について、事業者には毎月の電気使用量や収支状況の報告を義務付
けていますので、収支見通しを見極め、事業者に協議を持ちかけること等により、
改善を図るよう努めます。 
また、独立採算による安定的な運営ができるよう継続した経営指導を行ってまい

ります。具体例としては、市花の緑のフェスティバルへの出店や、平成 30 年 5 月
号フリーペーパー「TOKK」の食堂特集の中に掲載される予定であること、また新任
職員に対してランチ 1 回分の無料券を配布する等により、新たな顧客の獲得を目指
しています。 

（添付資料） 
１ 
２ 
３ 



 

 

  

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ６６ 

時 期  平成３０年 ２月１９日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  農政課（宝塚山本ガーデン・クリエイティブ関係） 

項 目 市職員の役員就任における営利企業等の従事の許可について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社の役員名簿を確認すると、取締役に
市産業文化部長が、監査役に市会計管理者が就任しています。 
宝塚市職員服務規程（以下「職員服務規程」という。）第２０条において、職員

は、地方公務員法（以下「地公法」という。）第３８条第１項の規定により「営利
企業等に従事する許可を受けようとするときは、従事しようとする業務の名称、場
所、職名、勤務の態様、従事時間、収入金額、その他従事の必要な事由等を記載し
た営利企業等従事許可申請書をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければ
ならない。」と定められています。 
市産業文化部長及び市会計管理者の役員就任についての任命権者からの許可状

況を所管課に確認したところ、「当初から会社の役員推薦依頼に対しては、市長決
裁をもって役員就任を受諾しており、それ以外の手続きについて必要であるとの認
識がなかったため、許可は受けていない。」旨の説明を受けました。 
地公法及び職務権限規程に基づく手続きを早急に行ってください。 
また、今回の出資団体監査に際し、宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社

と同様に市職員が役員（取締役又は監査役）に就任している４社（エフエム宝塚株
式会社、ソリオ宝塚都市開発株式会社、逆瀬川都市開発株式会社及び宝塚都市環境
サービス株式会社）における任命権者の許可の状況を確認したところ、宝塚都市環
境サービス株式会社を除く３社についても、いずれも許可を受けていませんでし
た。各所管課は、速やかに所要の手続きに基づき、役員就任に係る任命権者からの
許可を受けてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

市職員の宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社取締役就任に関しては、指
摘どおり、任命権者の許可証なく就任している現状は不適切であったため、平成 30
年 1月 31 日付で営利企業等従事許可申請書を提出し、是正しました。 

（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 ６７ 

時 期  平成３０年 ２月１９日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  農政課（宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社関係） 

項 目 建築物の定期点検結果について 

監査結果（意

見等）の内容 

平成２９年２月２日に実施された園芸振興センター施設内の定期点検結果につ
いて所管課に確認したところ、「38か所で修繕が必要な状況であると判断し、これ
らに関するチェック項目を『支障有（管理運営に支障がある）』とした。」旨の説明
を受けました。 
園芸振興センターは年間を通じて多数の来場者が見込まれる施設であることか

ら、38か所の中でも地盤の沈下・隆起、防火設備（防煙シャッター等）、床・階段
の破損等来場者の安全確保に係る修繕箇所を優先するなど年次的な修繕計画を策
定し、計画的な修繕を実施してください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

平成１２年には施設の長寿命化を図ることを目的として施設建築物保全計画（以
下「保全計画」といいます。）を策定し、適切な維持管理と計画的かつ予防的に修
繕及び改修を行うよう努めてまいりましたが、平成２９年２月２日に実施した定期
点検では、管理運営に支障ある個所が３８か所に上っています。 

今後は、宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社とも協議を継続しながら、
先ずは、来場者の安全確保に必要となる個所を優先して修繕するとともに、保全計
画に基づく計画的な修繕も検討してまいります。 

（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 ６８ 

時 期  平成３０年 ２月１９日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  農政課（兵庫六甲農業協同組合関係） 

項 目 収支状況について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚市立農業振興施設は「農産物等を通じて都市と農村との相互交流を推進し、
農業の振興及び地域の活性化を図る」という理念に基づき設置され、市は当該施設
の指定管理業務をＪＡに委託しています。宝塚市立農業振興施設に係る指定管理の
収支状況を確認したところ、次表のとおりでした。 
 
 
 
 
平成２３年度以降大幅な赤字が続いており、平成２８年度収支においてもＪＡか

らの赤字補てん額を計上して収支差額は0円となっているものの、実質的には
433,874円の赤字となっています。赤字が続いている要因として、「西谷野菜の量販
店等への販路拡大により、直売所における売上高が近年減少傾向にあるためであ
る。」旨の説明を受けました。 
収支改善の取組としては、「今年度の春に新名神高速道路の整備が完了すること

から、これを契機として魅力ある直売所を運営し集客力を高め、増収につなげた
い。」旨の説明を受けましたが、現時点において具体的な取組までは確認すること
ができませんでした。新名神高速開通を見据えた取組については、平成２８年３月
１日付け宝塚市立農業振興施設指定管理者選定委員会の「宝塚市立農業振興施設指
定管理者の候補者選定について（答申）」における付帯意見でも、「新名神高速道路
開通を見据え、集客増に向けた品揃えや開館時間、人員配置の工夫などを行い、売
上の増及び経費削減に努めること。」とされています。この機を逸することの無い
よう、早期に具体的な取組を行うことが望まれます。 
また、平成２８年度の指定管理料の収支における人件費が、昨年度決算額より約

83万円減少していましたが、この理由について、「正職員が担っていた直売所の主
担当の仕事を、平成２８年度はアルバイト職員が担ったためである。」旨の説明を
受けました。そもそも指定管理に係る正職員の人件費の積算は、ＪＡが収支計算時
に用いる正職員の年収750万円に指定管理業務割合0.6を乗じたものとなっていま
すが、正職員の年収750万円を用いることの妥当性については疑問が残り、指定管
理業務割合0.6の根拠も明確ではありません。また、正職員からアルバイト職員へ
の継続的な置き換えの可否についても検討する余地があるのではないかと考えま
す。 
現在の指定管理料の適正性については所管課から、「平成２２年度実績に相当す

る売上高の回復に向けた自助努力を行うことを指導しており、現状では指定管理料
は適正であると考えている。」旨の説明を受けましたが、売上高の回復については
積極的にＪＡの自助努力を促すとともに、人件費の積算についても一定の見直しを
検討するなど、経営努力による収支改善について指導してください。 

（単位：円）

H23 H24 H25 H26 H27 H28

収支差額 △ 655,233 △ 948,671 △ 1,088,674 △ 1,066,807 △ 906,809 0



 

  

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３０年５月１８日 措置通知 

・新名神高速道路の開通を見据えた取り組みとして、3 月 18 日の開通日に宝塚北
ＳＡ内において、ＪＡ職員がお米とイチゴの対面販売を行うとともに、来場者に広
く西谷夢市場のパンフを配布しＰＲに努めました。今後も、市も関わりながら宝塚
北ＳＡ内で西谷夢市場への集客に向けたイベント等の開催をはじめ、西谷夢市場に
おいても魅力あるイベント等を展開していくことを確認しています。 

・収支改善への取り組みとしては、来館者が買いやすい環境づくりとして、集客増
に向けた品揃えのための施策を実施することや、開館時間帯について開館時間を早
めるなどの対策を講じていくことを改めて指導しました。 

 

 

（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 ６９ 

時 期  平成３０年 ２月１９日 報告 

種 類 １定監  ２財援  ３工監  ４決算・随監  ５住監  ６その他 

担当課  農政課（兵庫六甲農業協同組合関係） 

項 目 農産物加工施設について 

監査結果（意

見等）の内容 

指定管理の対象である宝塚市立農業振興施設のうち農産物加工施設は、宝塚産農
産物の加工品販売を目的に開発製造を行い、宝塚産農産物の消費拡大、ＰＲに寄与
し、宝塚農業の振興につなげることを目的に利用されています。 
指定管理者であるＪＡが定めた農産物加工施設利用規定によると、当該施設の利

用希望者はＪＡに利用届を提出し、ＪＡが利用を許可した後、ＪＡと利用者は使用
契約書を締結することとされていますが、使用契約は締結されていませんでした。 
また、各利用者からの利用料金の徴収、利用料金のＪＡへの支払及び施設の利用

調整については利用者組合である「にしたに村」（正式名称：ＪＡ兵庫六甲特産品
開発研究会にしたに村）が行うこととされています。「にしたに村」の必要性につ
いて、「食品衛生責任者を加工施設に１人配置する必要があり、複数の団体が利用
する施設において、食品の衛生管理等について相互に協調、協力、調整を図ること
が必要不可欠である。」旨の説明を受けましたが、当該施設の利用に際しては、「に
したに村」に加入することが義務付けられており、このことが、公の施設であるに
もかかわらず、施設の利用をしづらくしているのではないかと懸念されるところで
す。また、利用料金徴収及び利用調整の業務を「にしたに村」に行わせていること
については、指定管理業務の再委託に該当する可能性もあり、「にしたに村」の位
置付けについては、基本協定書、事業計画書、規定等において一定の整理を行う必
要があると考えます。 
次に、農産物加工施設利用規定第１１条において、「にしたに村は、加工施設利

用料金として、年間の加工施設利用の実費、事務手数料を、利用者は保守点検の実
費、営業許可に関する実費、修繕費等の合計金額を、ＪＡに支払うものとする。に
したに村は、各利用者と協議して平等に会費を徴収し、ＪＡにその会費を支払うも
のとする。」とされていますが、市が承認した「宝塚市立農業振興施設条例第１０
条第２項に掲げる利用料金の額の規定について」（以下「利用料金規定」という。）
で定められた以外の料金を利用者から徴収することはできません。このことについ
て、「平成２７年に利用料金の規定を定めたが、その際、当該規定まで改定できて
いなかった。」旨の説明を受けましたが、当該規定についても速やかに改定するよ
う指導してください。 
さらに、利用料金の計算において、「にしたに村」がＪＡに支払う利用料金につ

いては月間の総利用時間（分単位）に１時間あたりの利用料金350円を乗じて計算
されていましたが、利用料金規定においては１時間当たり350円とされており、分
単位の計算を行う規定とはなっていません。仮に１時間30分の利用があった場合に
は、２時間分の利用料金が発生することから考えると、現在徴収されている利用料
金は過少となっています。また、「にしたに村」が利用者から徴収している利用料
についても、総利用時間（分単位）に１時間当たりの利用料金215円を乗じた額に
基本料9,000円を加えて計算されていましたが、これも利用料金規定とは異なる計
算方法となっています。今後、利用料金の計算方法については市が承認した利用料
金規定に従って計算するよう指導してください。 
なお、農産物加工施設の利用状況は２団体のみにとどまっていますが、このこと

について所管課から、「過去には４団体が利用している時期もあったが、近年は２
団体が加工施設を利用しているのが現状であり、加工施設を最大限に利用している
とは言えない状況である。ＪＡに対しては新規の加入団体等の受入れを指導してい
るところである。」旨の説明を受けましたが、当該施設が公の施設として、どの利
用者に対しても開かれたものとなるようＪＡを指導するとともに、上で述べた事項
については速やかに改善するよう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３０年５月１８日 措置通知 

・農産物加工施設の利用者組合である「にしたに村」のあり方については、現状の
「農産物加工施設利用規定」に関して、現在の利用団体との間で、一定の整理を行
う必要があり、特に利用料金の計算方法については、これまでの会費徴収の体系を
見直すこととなるため、ＪＡに対して本年 6 月に開催予定の「にしたに村」の総会
において、監査の指摘事項を説明し、今年度の早期に是正するよう指導したところ
です。 

・特に、「農産物加工施設利用規定」において、「にしたに村」の位置付けを整理す
るとともに、同規定１１条に「利用料金規定」以外の金額を利用者から徴収する内
容となっていることからこれを改め、さらに利用料金の徴収方法などの改正を図る
よう指導しました。 

・「農産物加工施設利用規定」の改正により、施設を利用したい市民にとって使用
しやすい仕組みとなることが期待できます。 

 

（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 ７０ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  文化政策課（公益財団法人宝塚市文化財団関係） 

項 目 宝塚市文化施設及び宝塚文化創造館に係る指定管理について 

監査結果（意

見等）の内容 

指定管理に係る基本協定書、年次協定書、平成２５年７月に実施された指定管理
者公募にかかる募集要項（以下「募集要項」という。）及び財団より提出された行
政財産使用許可申請書を確認したところ、下記のような点が見られました。 
（１）宝塚市立文化施設ソリオホールの延べ床面積の相違について 
募集要項ではソリオホールの延べ床面積は3,249.27㎡となっていますが、指定管

理にかかる基本協定書では3,023.47㎡となっています。所管課に確認したところ、
基本協定の締結に際し、財産台帳で床面積を確認したところ3,023.47㎡が正しいこ
とが判明したためとの説明を受けました。 
（２）宝塚市立宝塚文化創造館の駐車場台数について 
基本協定書において宝塚市立宝塚文化創造館の駐車場台数は28台となっていま

すが、財団が駐車場管理運営業務について再委託を行った契約書においては収容台
数29台となっています。所管課に確認したところ、基本協定書の台数は身障者用駐
車場を算入し忘れているのではないかとの説明を受けました。 
（３）会議室の名称について 
ソリオの財団事務所横の会議室について、利用料金表では「文化財団会議室１」

「文化財団会議室２」との表記がなされています。料金設定もされており一般利用
者も利用可能な会議室ですが「文化財団会議室」という名称は、指定管理を任され
た市の施設であるにもかかわらず、あたかも財団の専用会議室か財団の所有物のよ
うな誤解を市民に与えかねません。 
（４）指定管理にかかる管理物件と行政財産使用許可申請にかかる床の重複につ

いて 
ソリオの財団事務所及び受付部分については行政財産使用許可申請書が提出さ

れ、使用料が免除されています。しかしながら使用許可を与えた財団事務所及び受
付部分も指定管理にかかる管理物件に含まれており、使用料免除で使用を許可した
行政財産部分についても指定管理料を支払って管理を行わせている形となってい
ます。所管課に確認したところ、明確に線引きをせず若干の重複部分を設けておい
た方が、実務的には市も指定管理者である財団も動きやすくなるためとの説明を受
けました。 
まず、（１）及び（２）についてですが、床清掃や駐車場管理など、床面積や駐

車場台数が指定管理料や業務委託の契約額に影響を与える場合もあるため、今後は
慎重に確認を行ってください。宝塚市立宝塚文化創造館の駐車場台数については基
本協定書を修正してください。 
（３）については、市民に誤解を与えない名称に改めるよう指導してください。 
（４）については、指定管理にかかる管理物件と行政財産使用許可の間に不整合

が起こらないよう状況を整理してください。 
また、毎年度財団から所管課に提出される決算報告書中の正味財産増減計算書内

訳表（以下「内訳表」という。）についてですが、内訳表は公益目的事業会計と収
益目的事業等会計に分けて記載する体裁となっています。指定管理料についても公
益目的事業、収益目的事業に割り振る形で記載されていますが、収益目的事業の欄
に公費である指定管理料が記載されていることに多少違和感を覚えます。財団担当
者によると、公益目的事業と収益目的事業は線引きが難しい場合も多く、また完全
な収益目的事業であって、条例上の上限額で施設利用料を徴収したとしても施設の
管理経費をカバーすることは難しいのが現状であり、結果的には公益目的事業であ
っても収益目的事業であっても使用料収入と管理経費の差額部分は指定管理料で
埋めざるを得ないとの説明を受けました。 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

２９ ７０ 

時 期  平成３０年 ２月１９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  文化政策課（公益財団法人宝塚市文化財団関係） 

項 目 宝塚市文化施設及び宝塚文化創造館に係る指定管理について 

監査結果（意

見等）の内容 

収益目的事業にも指定管理料を割り振らざる得ない事情については一定理解し
ますが、公費を使った事業であり外部への説明責任を果たす必要もあることから、
より内容を把握しやすくなるよう、収益目的事業の欄を指定管理料を投入する事
業、投入しない事業に細分化したり、別表を添付して補足説明を行うなど、市民の
目にも分かりやすい内訳表となるよう、指定管理者である財団と協議、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５月１８日 措置通知 

（１）及び（４）については、今年度の次期指定管理者選定作業の中で状況を整
理し、適切な事務処理を行っていきます。 

（２）については、現行の基本協定書を既に修正いたしました。 

（３）については、財団と協議し、可能なものから順次「ソリオホール会議室」
に名称変更していきます。 

また、収益等事業会計に指定管理料が充てられていることについては、財団と協
議し、平成２８年度決算における補足説明のための資料を作成いたしました（添付
資料参照）。平成２９年度以降の決算においても、分かりやすい説明ができるよう
同様の資料を作成する予定です。 

（添付資料） 

１ 平成 28 年度決算報告書 正味財産増減計算書内訳表 補足資料 

２ 

３ 


