
年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29 定期監査 71 消防本部 消防総務課

平成２８年度宝塚市
消防団分団車庫整備
事業費補助金につい
て

　平成２８年度の補助金の交付申請及び実績報告に係る書類を
確認したところ、実績報告書と各添付書類の金額は整合していま
せんでした。領収書は実績報告書に必要な添付書類ですので、
関連書類は分けて保管せず、一冊につづるようにしてください。
　また、車庫とホース乾燥塔の工事を一本の契約で締結していま
すが、それぞれで補助の上限額等が異なりますので、契約を一
本化する場合はそれぞれの費用が明確に分けられるよう費用明
細等が必要です。実績報告書記載額及び契約書並びに領収書
の金額に整合性を持たせ、金額が異なる場合は理由や経緯が
明らかになるよう、追加資料を添付させるなどの指導を行ってく
ださい。
  今後とも、規程に基づいた補助金交付事務を行うよう努めてく
ださい。

・今年度から相手方に対し、事業の申請から報告まで
の流れを添付資料１に基づいて説明し、補助事業の適
正な進捗管理に努めます。
・本事業に関連する書類については、１つの簿冊に管
理するよう徹底します。
・実績報告書、契約書及び領収書の金額が異なる場合
は、理由及び経緯が明らかになるよう、相手方に追加
資料の提出を求め、適正に管理するとともに、規程に基
づいた事務を行います。

29 定期監査 72 消防本部 消防総務課
平成２９年度における
市有建築物の定期点
検結果等について

　消防本部が所管する10施設に係る平成２９年度の市有建築物
の定期点検結果を見ると、全ての施設において支障ありとする
多くの修繕箇所が報告されていました。
　これらの結果報告書は自己点検とはいうものの、通行人、来訪
者及び職員への危害が及ぶ可能性があるものが含まれているこ
とから、できるだけ速やかな対応が必要であると考えます。また、
施設の長寿命化を図るためにも優先順位を定めた修繕計画を作
成し、財政当局とも十分協議を行う中で、計画的な修繕を実施す
るよう努めてください。

　具体的な損傷状況等について個別にデータ管理を行
い、それぞれについて必要な内容を修繕計画に反映さ
せ、一元管理することによって、優先順位の判定ができ
るものとなるように改善いたします。また修繕計画は将
来の更新・修繕も見据えた予防保全を含める内容にす
ると共に、「出動態勢への支障」や「人的危険要因」にも
配慮しながら運用いたします。
　今後は修繕計画を「見える化」することによって、関係
課の理解を得ながら修繕を進めてまいります。
　なお、修繕計画の作成状況については、項目が多岐
に渡ることから年度内の完成を予定して取り組んでいま
すが、すでに運用ができる部分もあるため、活用しなが
ら、栄町出張所の非常照明の修繕を完成させました。
そのほかにも優先度の高い修繕案件が多数あるため、
精査しながら継続的に修繕を進めてまいります。

・制度、組織等に関する課題のうち、特に要望する必要があると認められるもの

指摘事項・意見等一覧表

【指摘事項】 ・法令、基準等に違反していると認められるもの

・その他適正を欠く事項で是正する必要が認められるもの

【 意 見 等 】
・その他法令、基準等には違反しないが、事務処理上改善する必要があると認められるもの

・事務の執行、事業の管理状況等について、効率性、経済性又は有効性の観点から、検討する必要があると認められるもの

対象なし



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29 定期監査 73 消防本部
予防課・西消防
署・東消防署
共通

査察について

　消防本部、消防署及び出張所では、宝塚市査察規程に基づき
防火対象物及び危険物施設に対し各種査察を行っています。
　違反対象物ごとの追跡調査及び是正の進捗状況については、
平成２９年度から消防署及び出張所ごとに追跡調査管理表を作
成して管理されていますが、全体の進捗状況を容易に把握する
ためにも、今後は是正の進捗状況を段階別に集計した一覧表も
用いて管理する必要があると考えます。
　また、前回の定期監査において意見を行った指示書の交付基
準の作成については、「現在検討を進めているところである。」旨
の説明を受けましたが、公正性及び公平性を担保するためにも、
速やかに基準を明確にすべきではないかと考えます。今年度の
実施状況を検証の上、次年度以降、より一層効果的な査察の実
施に努めてください。

　 「追跡調査管理表」を用いた個別管理以外に、全体
の是正進捗状況を容易に把握するための段階別集計
表（別添１）を作成し、管理していくこととします。
　また、「指示書」については、交付基準（別添２）を作成
し、公正性及び公平性を担保することとします。
　これらは、運用通知等で周知を図り、より一層効果的
な査察の実施に努めていきます。

29 定期監査 74 消防本部 警防課 指揮支援隊について

　指揮支援隊については、現在は３人の日勤体制での発隊と
なっていますが、現在検討中の24時間365日体制の運用とする
ためには、少なくとも３交代制を前提とする９人の配置が必要と
なり、しかも９人の配置は必要最小限の配置であり、休暇等も勘
案した場合、さらに人員が必要となってきます。
　今後、指揮隊発隊のためには財源や人員の確保などの検討課
題を明らかにするとともに、全庁的な協議、調整をし、合意形成
を図るなど、市全体における指揮隊の位置づけを明確にした上
で検討を進めていく必要があると考えます。
　また、指揮隊の活動イメージや平成２９年４月より発隊している
指揮支援隊の活動内容及び活動実績についても、ホームページ
で公表するなど積極的に市民へ周知を図るよう努めてください。

　指揮支援隊については、消防本部のホームページ上
に新たなページを追加し、その役割や活動内容等を平
成３０年４月１２日付で公表しました。今後も市民の皆様
に市ホームページやフェイスブックを通じて積極的に情
報提供を行います。
　また、指揮隊については、採用計画により平成３５年４
月１日の発隊を目指し、現在の指揮活動、消火戦術及
び火災原因調査手法の見直しを進めておりますが、こ
れらに加えて、再度、全庁的な合意形成のうえ発隊の
調整を図っていきます。

29 定期監査 75 消防本部 救急救助課

救急業務について
（１）救急車の適正利
用に向けた取組につ
いて

　本市における救急業務においては、今後ますます高齢者の搬
送が増加することが予測され、緊急性のない軽傷病者の搬送の
増加も懸念されます。他市においては緊急性のない搬送を減ら
すため、介護・福祉タクシーなどの民間の搬送サービス事業者を
手軽に呼べるスマートフォンアプリを開発するなどの取組を行っ
ています。他市の取組なども参考にしつつ、今後も適切な救急業
務を維持できるよう、引き続き救急車の適正利用に向けた取組
に努めてください。

　急な病気や怪我をした時、該当する症状を画面上で
選択すると、「救急車を呼ぶ」「様子を見る」などの必要
な対応を表示するスマホ、WEBアプリ「Ｑ助」の利用を促
進するほか、高齢者の不注意などによる転倒や怪我、
熱中症など未然に事故を防ぐため日ごろから意識して
行動する「予防救急」を含む救命講習の開催など、適正
利用に向けた取組に努めていきます。

29 定期監査 76 消防本部 救急救助課

救急業務について
（２）救急隊員に係る
救急救命士の資格取
得について

　救急救命士の養成・配置計画については、毎年４名の救急救
命士を養成する計画となっており、最終的に救急隊14隊各隊に
救急救命士を４名配置することで、常時２名以上の乗車を目指し
ています。
　救急救命士の資格については、全ての救急隊員が取得してい
る状況が望ましいことに議論の余地はありませんが、一方で、消
防本部の限られた予算の中で、救急救命士の常時２名体制をど
こまで優先するのかという判断も必要となってくると考えます。
　今後、救急救命士の配置については消防事業の中での優先度
を比較考量しつつ、より市民の生命と安全に寄与する消防体制
となるよう努めてください。

　救急救命士の常時２名体制を目標としていますが、救
命士の資格取得と併せて、救急救命士の資格を有しな
い一般救急隊員に対しては、救急ワークステーション、
救急隊員技術発表会や各種研修会の派遣などの教
育、訓練を充実させ、救急隊員としての質の向上を図る
ほか、効率的な人事配置を行うなど、更なる救急サービ
スの向上に努めていきます。
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29 定期監査 77 消防本部 救急救助課
高度救助隊に係る資
機材について

　高度救助隊は、全国各地の中核市等を管轄する消防本部に設
置が義務付けられていますが、本市においても多様な災害事象
に応じた迅速で高水準な救助活動ができるよう、平成２７年４月
に高度救助隊が発隊しました。高度救助隊には特別救助隊が所
有する資機材に加え、高額な資機材の配置が義務付けられてい
ます。
 現在の市の財政状況を鑑みるに、これらの高額な資機材の更
新を一度に行えるとは考えにくく、想定された更新年数を超えて
使用する状況も考えられます。そのことも念頭に、資機材の保
守・管理を適切に行うよう努め、資機材の段階的な更新計画につ
いても定めておく必要があると考えます。

　平成２７年度に第５次宝塚市総合計画後期基本計画
に基づき、救助業務高度化対応計画を作成し、高度救
助資機材の更新計画を定めています。
　省令別表３に定める（上記「監査結果の内容」に記載
の表）高度救助資機材は、大規模な災害（地震等）に使
用する資機材であるため、一般的な救助現場での使用
頻度は少ないものの、建物の倒壊、土砂災害等の災害
に備え大規模災害対応力の向上に努め、準備している
のが現状です。
　資機材については適切な維持管理に努め、使用頻
度、資機材の維持管理状況、減価償却での対応年数
等を勘案し更新計画の見直しを図ります。

29
財政援助団
体等監査

78 子ども未来部
保育事業課
（愛和会関係）

宝塚市私立保育所運
営費助成金に係る残
余金の積み立て及び
繰越しについて

  助成金交付要綱において、助成金は私立保育所の円滑な運営
に資するといった理由から、残余金は当該年度の事業活動によ
る収入の５％までは繰越金とすること又は積み立てることが認め
られています。
　　昨年度の財政援助団体監査において、積み立てられた助成
金の残余金を取り崩し、拠点区分間での繰入れを行うことで、結
果的に本市単独の助成金を含めた残余金が他市の保育所整備
のために支出されているケースが見られたため、助成金の残余
金の積立金について、拠点区分間繰入を行う場合の市との事前
協議や承認手続の必要性、残余金の取扱いやその使途など、助
成金の在り方の検討について意見を述べたところですが、助成
金の残余金の使途については各私立保育所間で見解に相違が
見受けられます。
　残余金に関する市の考え方を早急に整理し、各私立保育所に
周知する必要があるのではないかと考えます。

　助成金の残余金について、私立保育所の保育の質の
向上に資するように取り扱いを見直す時期にあると考え
ています。しかし、一方、積立金や繰越金への繰入れ
の原資は助成金以外の収入も混在し、助成金の割合を
明確にすることが困難であるという課題があり、また、
今後の保育施設の運営にも大きく影響を及ぼす可能性
もあることから、助成金の残余金の使途の取り扱いの
変更は慎重に行う必要があります。
　助成金が宝塚市の子どものために使われるように助
成金制度全般の見直しについて関係団体と協議を進め
ているところであり、積立金や繰越金への繰入れも含め
た残余金の使途について今後慎重に協議、検討してま
いります。

29
財政援助団
体等監査

79 子ども未来部
保育事業課
（愛和会関係）

宝塚市私立保育所運
営費助成金に係る一
時預かり事業につい
て

  助成金交付要綱では、一時預かり事業の助成金の残余金は、
市の助成額から一時預かり事業にかかる人件費支出額を差し引
くことで算出し、その残余金は他の助成事業への流用はできない
ことになっています。愛和会の実績報告では、一時預かり事業の
残余金は2,077,148円の赤字と報告されていますが、保護者から
直接愛和会に支払われた一時預かりの利用料等4,775,485円
は、「その他の収入」として保育運営事業の助成額の中に算入さ
れており、この保育運営事業の残余金は他の事業への流用が
可能となってしまっています。
  同じ一時預かり事業の収入である市からの助成金3,543,300円
と保護者からの利用料4,775,485円を合算せず、市からの助成金
のみで残余金の算出を行っているのは少し不合理ではないかと
考えます。
  また、宝塚市一時預かり事業実施要綱において、１日の利用時
間４時間未満の短時間利用者については利用料の定めがありま
せん。市が４時間以上と４時間未満に区分し助成金を交付してい
る以上、４時間未満の利用についても基準を定めるべきではな
いかと考えます。
  助成金の残余金の取扱いや使途も含めて、助成金制度の在り
方や考え方、手続等について整理し、かつ、各私立保育所間で
共通の理解のもとに運用されるよう、引き続き検討、協議を進め
てください。

　助成金制度全般の見直しについて関係団体と協議を
進めているところであり、今回の指摘も踏まえ、一時預
かり事業収入の取り扱いの変更や、４時間未満の一時
預かりの利用料基準の規定についても検討を進めてま
いります。



年度 監査区分 番号 部 課 監査項目 監査結果の内容（概要） 措置結果の内容（概要）

29
財政援助団
体等監査

80 子ども未来部
保育事業課
（ウエル清光会
関係）

宝塚市私立保育所運
営費助成金の返還に
ついて

　助成金の返還のスケジュールについては、平成２８年度財政援
助団体等監査結果報告書において、実績報告書等の受付後は
早急に審査を行い、一旦精算を行った上で実地調査を行う等、
適正な事務を遂行するよう意見しています。
　しかしながら、今回監査対象となったウエル清光会についても、
実績報告書提出から返還金の納付まで８箇月以上の期間を要し
ています。
　今後も引き続き、各法人に対しては実績報告書等作成に当た
り、より一層精査するように指導するとともに、実績報告書等の
受付後は早急な審査及び精算に努める等、更なる事務の適正
化に取り組んでください。

　平成30年度は事務分担を見直し、実績報告書の書類
審査に当たる担当職員を増やすことで、審査にかかる
時間を早め、書類不備や数値確認の早急な対応を各
法人に求めることで、早期に精算を行うよう取り組みま
す。

29
財政援助団
体等監査

81 子ども未来部
青少年課
（ウエル清光会
関係）

宝塚市放課後児童健
全育成事業費補助金
について

　ウエル清光会から提出された宝塚市放課後児童健全育成事業
費補助金に係る実績報告書及び添付書類と、ウエル清光会が保
有している賃金台帳等関係書類との照合を行ったところ、補助対
象経費のうち、人件費については、実績報告書等に記載された
金額と賃金台帳等関係書類を基に試算した金額が一致しない点
が多数見受けられ、確認の結果、実績報告書等の内容を修正す
る必要が生じました。
　補助金の交付額には大きく影響しないものの、結果として誤っ
た数値で実績報告書等を作成し、所管課に提出していたことにつ
いては、実績報告書等に記載している他の内容の信頼性も損な
われるおそれがあります。なぜこのような事態が生じたのか原因
を十分調査の上、今後同じような事例が発生しないように、補助
事業者に対しては、引き続きチェック体制の構築等、より一層精
査して実績報告書等を作成するように指導するとともに、提出を
受けた実績報告書等については、所管課において適切な内容審
査を行う等、対策に努めてください。

　宝塚市放課後児童健全育成事業費補助金について
は実績報告書の提出があった時点で、その他の資料と
照合することとしています。また、運営内容等について
は確認のため、現場へ立ち入り検査を行っています。
　社会福祉法人　ウエル清光会の監査結果において賃
金台帳等との関係書類と一致しない点がありましたの
で、より一層、実績報告書の確認に際して、関係書類の
追加提出を求めるなどにより徹底します。

※詳細な「監査結果の内容」及び「措置結果の内容」については、『措置内容（回答）.pdf』　をご覧ください。


