
 

 

 

 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ １ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  上下水道局（水道事業会計） 

項 目  経営状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

当年度末の給水人口は、前年度に比べ 37人、0.0％減少し、年間総配水量は

448,213㎥、1.8％増加しました。また、年間有収水量は前年度に比べ 43,103㎥、

0.2％増加しましたが、有収率は 1.6ポイント低下し、93.8％となっています。有

収率が低下した原因については、「阪神水道企業団からの受水開始に伴い、受水の

ための水道管洗浄、小林浄水場の送水先の減少により送水圧が上昇し、水圧調整の

ための放水及び宝塚北サービスエリアの開業遅延により、残留塩素濃度の低下を防

ぐための多量のドレン排水（配水管に接続された排水管から浄水を排水すること）

を行ったため、年間総配水量の増加割合に比して年間有収水量の増加割合が低かっ

た。」旨の説明を受けました。なお、今後の水需要の予測として、平成３０年度以

降の有収率は 95％を上回る旨の説明を受けています。 

当年度決算は、総収益が 44億 2,457万円、総費用が 43億 8,816万円で、差引き

3,641万円の当年度純利益（前年度 3億 2,383万円の純利益）が生じています。そ

の結果、当年度未処分利益剰余金は、前年度の繰越利益剰余金 19億 4,131万円に

当年度純利益を加え 19億 7,772万円となりました。 

当年度の総収益は、前年度と比較すると 1,397万円増加しています。これは、特

別利益が 3,853万円減少したものの、営業収益が 2,653万円、営業外収益が 2,596

万円増加したことによるものです。また、総費用は、3億 139万円増加しています。

これは、営業外費用が 261万円減少したものの、営業費用が 3億 344万円増加した

ことによるものです。 

中長期の経営見通しとして、「収入面については、給水収益は、平成３１年度ま

で人口増加等により微増するものの、その後は緩やかに減少すると見込んでいる。

また、分担金収入は、大規模な開発が減少し、マンション等の小規模開発による収

入が中心となるため、今後は減少すると見込んでいる。収支面についても、宝塚市

水道事業経営戦略に掲げた経営健全化に取り組み、経費削減に努めても、平成３０

年度以降ほとんどの年度で赤字が続くと見込まれる。」旨の説明を受けました。 

将来的に人口減少が進む中で、施設、管路等の老朽化による更新費用、また現在

進められている上下水道局庁舎の建替え等により、水道事業を取り巻く環境がより

一層厳しくなることを踏まえ、長期的な安定経営に向け、更なる経営の効率化に努

めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 
 
 収益的収入が減少する見込みである一方、更新費用等により一定の資本的支出が
必要な現状において、長期的な安定経営を実現するためには、一層の経営の効率化
が必要であると認識しています。宝塚市水道事業経営戦略に掲げた経営健全化に向
けた取組みを進めるとともに、予算編成ではマイナスシーリングを設定するなど、
あらゆる局面で効率化に努めていきます。 
 
 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ２ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  上下水道局（水道事業会計） 

項 目  宝塚市水道事業経営戦略について 

監査結果（意
見等）の内容 

平成２８年１２月に宝塚市水道ビジョン２０２５及び宝塚市水道事業経営戦略

（以下「水道経営戦略」という。）が策定されており、水道経営戦略において示さ

れた各数値と平成２９年度実績値について確認を行いました。 

経営健全化に向けた取組については、平成２８年度実績額も目標とする取組効果

額を下回っていましたが、平成２９年度も計画どおり進んでいるとは言えません。

取組効果額の平成２９年度実績は合計 4,811万円であり、想定されていた取組効果

額の合計 7,684万円を 2,872万円下回っています。 

平成２９年度取組のうち、小浜・惣川浄水場夜間等運転管理業務委託については

未実施となっています。また、計画どおり実施した職員配置の見直しについては、

取組効果額 800万円に対し実績額が 616万円となり、差額 183万円が生じており、

同様に包括委託の拡大についても、取組効果額 2,000万円に対し実績額が 959万円

となり、差額 1,040万円が生じています。このように、計画２年目において既に見

込まれていた取組効果額と実績額に大きな差額が生じており、計画どおりの取組効

果額を確保するためには、新たな取組の検討が必要ではないかと考えます。 

経営指標に対する実績値については、基幹管路の耐震化率は経営指標 14.9％に対

し実績値 13.5％、基幹管路の耐震適合率は 23.1％に対し 21.5％、管路の更新率は

1.25％に対し 0.14％、有収率は 95.7％に対し 93.8％と下回っており、低いほど良

いとされる鉛製給水管率は 6.8％に対し 7.9％にとどまっていました。 

また、投資計画額に対する実績額については、管路更新・耐震化事業費は投資計

画額 2億 7,000万円に対し実績額 1億 4,131万円、基幹施設耐震化事業費は 1億

5,700万円に対し 0円となっています。このことについては、「管路更新・耐震化事

業費は、工事発注に際し、設計委託等による再検討が必要となったため、次年度以

降の施工予定とした。基幹施設耐震化事業費は、施設の老朽化に伴う補修工事や既

設配管の更新及び緊急遮断弁の設置等の工事を同時に施工することとなり、その検

討・設計に時間を要したため、工事発注が遅延し平成３０年度の施工となった。」

旨の説明を受けました。 

水道経営戦略では「水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくため

に、中長期的な視野に立った経営戦略を策定し、それに基づき施設、財務、組織、

人材等の経営基盤を強化することが重要であり、これにより持続可能な水道事業の

実現を目指す」とされています。このことから、水道経営戦略に掲げられた投資計

画は着実に実施していく必要があると考えます。将来的に計画期間の最終年度（平

成３７年度）の目標値を達成できるよう、今後取組を強化してください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 

 取組効果額及び経営指標と実績値が乖離している現状の問題点を整理し、経営健

全化に向けた取組内容の見直しも含めて検討してまいります。また、投資計画を着

実に実施し、最終年度の目標を達成するために、適切な事業の執行に努めていきま

す。 

 
 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ３ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  上下水道局（水道事業会計） 

項 目  新庁舎建設に係る土地購入について 

監査結果（意
見等）の内容 

上下水道局では、庁舎の建替えに当たり、宝塚市新庁舎・ひろば整備事業に合

わせて、上下水道局倉庫、市との合築庁舎及び公用車駐車場に係る用地を市から

購入しています。また、平成３０年３月２０日に市と上下水道局の間で締結した

「宝塚市新庁舎・ひろば整備事業に伴う土地売買協定書」に基づき、今後、上下

水道局が保有している土地を市に売却する予定となっています。 

今回、上下水道局が購入した土地には、平成２６年に宝塚市土地開発公社（以

下「公社」という。）と所有者のＮＴＮ株式会社との間で土地売買契約を締結し、

その後公社から市が購入した土地約４ｈａ（以下「跡地」という。）と市が以前か

ら保有していた土地（簿価：昭和５５年）があります。 

跡地を公社が取得した際の土地単価は、平成２５年の不動産鑑定士による土地

の鑑定評価において、敷地内の標準地（3,000㎡）の価格 140,000円／㎡を基に、

広大地及び土壌汚染を含んだ土地等の減価要因を考慮した金額が妥当であるとの

意見を踏まえ、平成２５年１０月１５日に開催された宝塚市不動産評価委員会に

おいて、73,400円／㎡の買収単価が決定され、最終的に売買契約単価 70,924円／

㎡で平成２６年１月３１日に土地売買契約が締結されています。その後「公共用

地取得（造成）事業に関する協定書」に則り、公社の取得額に公社事務費 2.5％を

加えた金額で市が公社から購入しています。 

新庁舎建設に係る土地購入の経緯については、次の表のとおりです。 

 

上下水道局が購入した土地の単価の決定方法として、「新庁舎・ひろば整備事業

における土地の売買については、上下水道局及び市は異なる時点の簿価による取

引や時価と簿価を混在させて取引を行うことは適切ではないと考えており、将来、

既存の上下水道局庁舎部分を市に売却する場合も時価取引にて行うこととしてい

る。 

平成２９年度末までに行われた取引内容

購入価格（円） 1㎡当たり単価 購入価格（円） 1㎡当たり単価

Ａ
上下水道局

倉庫用地
公社所有地 H25 公社→市へ所有権移転 H30.1.26 1,104.99 80,329,568 72,697

Ａ’
上下水道局

倉庫用地
市所有地 H25 市→上下水道局へ所有権移転 H30.3.29 1,104.99 150,278,640 136,000

Ｂ 庁舎敷地 公社所有地 H25 公社→市へ所有権移転 H30.1.26 1,467.34 106,671,362 72,697

Ｂ’庁舎敷地 市所有地 H25
市→上下水道局へ所有権移転

Ｂの42.77％を移転
H30.3.29 627.58 89,116,360 142,000

Ｂ”庁舎敷地 市所有地 H25 Ｂ－Ｂ’＝57.23％ 839.76 17,555,002 20,905

Ｃ 公用車駐車場 公社所有地 H25 公社→市へ所有権移転
H29.8.24

H30.1.26
4,010.02 291,516,824 72,697

Ｃ’公用車駐車場 市所有地 H25
市→上下水道局へ所有権移転

Ｃの34.28％を移転
H30.3.29 1,374.63 186,949,680 136,000

Ｃ”公用車駐車場 市所有地 H25 Ｃ－Ｃ’＝65.72％ 2,635.39 104,567,144 39,678

Ｄ 庁舎敷地 市所有地 S55
市→上下水道局へ所有権移転

敷地面積（2,781.53㎡）の42.77％を移転
H30.3.29 1,189.66 105,082,667 88,330 168,931,720 142,000

1㎡当たり単価＝購入価格／面積で算出（小数点以下四捨五入）

土地Ａ、土地Ｂ及び土地Ｃは、平成２６年に宝塚市土地開発公社と所有者のＮＴＮ株式会社との間で土地売買契約を締結し、その後公社から市が購入した土地約４ｈａ（跡地）

である。

なお、土地Ｂは市と上下水道局で合築される庁舎の建物面積で按分して取得、土地Ｃは公用車駐車場に駐車する公用車の台数で按分して取得している。

土地Ｄは、以前より市が保有していた土地である。

【参考】今後予定されている取引内容

購入価格（円） 1㎡当たり単価 購入価格（円） 1㎡当たり単価

Ｅ 庁舎敷地
上下水道局

所有地
S55

上下水道局→市へ所有権移転

敷地面積（1,282.60㎡）の57.23％を移転
H33予定 734.03 － －

Ｆ ひろば
上下水道局

所有地
S55 上下水道局→市へ所有権移転 H33予定 1,637.98 － －

水道局

市 上下水道局

土地区分 簿価 異動内容 契約日
面積

（㎡）

市

土地区分 簿価 異動内容 契約日
面積

（㎡）



 

監査結果（意
見等）の内容 

なお、跡地のうち、上下水道局が市から購入した平成３０年２月時点の土地の評

価については、前出の標準地価格 140,000円／㎡を基に、時点修正及び土地の位置

等による補正を行い、公用車駐車場及び上下水道局倉庫用地部分は 136,000円／㎡、

既存庁舎敷地部分は 142,000 円／㎡として購入単価を決定した。」旨の説明を受け

ました。 

このことについて、土地Ｄ（庁舎敷地）に関しては、簿価が昭和５５年当時のも

のであり、売買の時点がかけ離れているため、再評価の上、時価取引を行うことが

自然だと考えます。しかしながら、土地Ａ（上下水道局倉庫用地）、土地Ｂ（庁舎

敷地）及び土地Ｃ（公用車駐車場）については、市が公社から購入した日は、平成

２９年８月２４日又は平成３０年１月２６日であり、大幅な時点の差があるとは考

えにくく、再評価の必要性があったのか疑問に感じます。 

土地Ａ（上下水道局倉庫用地）については、平成３０年１月２６日に市が公社か

ら 8,032万円で購入し、平成３０年３月２９日に上下水道局が市から 1億 5,027万

円で購入しています。この時価取引により、市は 6,994万円の売却益を得たことに

なります。また、土地Ｂ（庁舎敷地）及び土地Ｃ（公用車駐車場）については、今

後、市と上下水道局で合築される庁舎及び公用車駐車場の持分割合に応じて、跡地

の一部を上下水道局が購入していますが、取引後のそれぞれの購入価格における１

㎡当たりの単価を比較すると、市と上下水道局では、土地Ｂ（庁舎敷地）は約 6.8

倍、土地Ｃ（公用車駐車場）は約 3.4倍の開きがあります。 

もし、上下水道局が市と同じ単価で購入したと仮定すると、土地Ｂ（庁舎敷地）

は 4,562万円、土地Ｃ（公用車駐車場）は 9,993万円と試算されます。土地Ｂ（庁

舎敷地）の購入価格は 8,911万円、土地Ｃ（公用車駐車場）の購入価格は 1億 8,694

万円であるため、時価取引における時点修正やその他の補正により、土地Ｂ（庁舎

敷地）は 4,349万円、土地Ｃ（公用車駐車場）は 8,701万円も購入価格が増加した

と考えられます。この土地Ａ（上下水道局倉庫用地）、土地Ｂ（庁舎敷地）及び土

地Ｃ（公用車駐車場）における購入価格と試算額との差額は合計 2 億 46 万円であ

り、市が別途負担している都市基盤整備用地費等を上下水道局が購入した土地面積

で按分して負担したと仮定しても 1億 7,915万円は増加しているという試算になり

ました。時価と簿価を混在させて取引を行うことは適切ではないという上下水道局

及び市の考え方は、今回の取引に関しては少し不自然な結果を生んでしまったので

はないかと考えます。 

また、上下水道局と同時期に、跡地の一部を市から購入した社会福祉法人阪神福

祉事業団（以下「阪神福祉事業団」という。）及び兵庫県は、阪神福祉事業団は当

該地を取得する以前から市に対し依頼があり阪神福祉事業団分も上乗せした面積

の取得を行ったため、また、兵庫県は県施設が当該地に整備されることによる市の

便益に考慮したためという理由で市が公社から購入した単価と同じ単価で購入し

ているだけに、なお一層不自然さが際立つ結果となっています。上下水道局も、跡

地取得時以前から新庁舎建設を予定しており、新庁舎建設は市の便益にも寄与する

と思われます。市が約４ｈａといったスケールメリット等を生かして標準地価格よ

りも安価で跡地を購入できたのであれば、阪神福祉事業団及び兵庫県と同様に、上

下水道局においても、市が公社から購入した単価と同じ単価での購入を主張すべき

だったのではないかと考えます。また、「宝塚市新庁舎・ひろば整備事業に伴う土

地売買協定書」第４条において、売買価格は市が必要な評価を経て決定するものと

すると規定されており、これについても一方的で不自然さを感じます。 

今回の取引については、上下水道局及び市の双方が合意の上なされたものです

が、その取引内容については、上記のような不自然な結果が生じており、時価と簿

価を混在させた取引が適切ではないと考えている理由についても、納得できる説明

は得られませんでした。契約に当たってはより慎重に検討されるべきではなかった

かと考えます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 
上下水道局が市から新庁舎建設に係る土地購入にあたっては、時価取引としまし

たが、局及び市は新庁舎・ひろば整備事業における土地の売買については、異なる
時点の簿価による取引や、時価と簿価を混在させて取引を行うことは土地取引の執
行上、適切ではないと考えており、既存の局庁舎部分を将来市に売却する場合も含
め、全ての取引については時価にて行うこととしました。 
平成２９年度においては局が市の土地を購入する年度でありましたが、後年度に

は市が局から土地を購入することとなっており、局と市との土地に関する取引は平
成２９年度のみ発生する事柄ではないために、前述の内容を市と協議したもので
す。 
なお、市が公社から買戻した用地 4ヘクタールのうち、局が市から買収した平成

30年 2月時点の土地の評価においては、平成 25年の不動産鑑定士による標準地価
格（140,000円/㎡）を基に、時点修正及び土地の位置等による補正を行い、公用車
駐車場及び局倉庫部分の用地については、136,000円/㎡、既存局舎敷地部分につい
ては、142,000円/㎡として買収単価（時価）を決定し、買収を行ったものです。 
これらのことから、局としては今回買収した土地は、土壌汚染や広大地等の減価

条件がなくなり、買収単価のとおりの価値があるものと考えており、正常な取引で
あったと考えています。 
 
 



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ４ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  上下水道局（水道事業会計） 

項 目  上水 27Ａ－007 阪神水道受水送水管布設工事（その３）について 

監査結果（意
見等）の内容 

当該工事は、武庫川右岸地区新水源開発事業に基づき実施され、契約工期は平成  

２８年５月９日から平成２９年９月２９日までとなっていますが、配水池への一次

受水のため平成２９年４月１９日から送水の部分供用を開始していました。 

しかしながら、平成２９年１２月１８日に工事場所において漏水が確認されたこ

とを受け、平成２９年１２月１９日から平成３０年２月１４日までの 58日間は阪

神水道企業団からの受水を停止し、小林浄水場からの送水に切り替えることで断水

することなく、給水を続けながら修繕作業を実施しました。この修繕作業に伴い、

工事場所を確認したところ、委託者である上下水道局の責任に係る瑕疵（設計不良）

及び受託者である事業者の責任に係る瑕疵（施工不良）があったことが判明しまし

た。 

当該漏水事故によって生じた損害額は、阪神水道企業団の受水停止に伴う費用と

して、小林浄水場等浄水量の増加分 1,956万円及び兵庫県営水道に係る受水量の増

加分 1,439万円が計上されています。また、修繕に伴う費用のうち、事業者の責任

部分である送水管（鋳鉄）修繕に伴う費用は事業者の負担で実施されていますが、

上下水道局の責任部分である送水管（鋼管）修繕に伴う費用 1,310万円が計上され、

総額は 4,705万円となっています。この損害額は、上下水道局の責任部分及び事業

者の責任部分とで按分して負担しており、上下水道局が負担すべき費用は 3,242万

円、事業者が負担すべき費用は 1,463万円と算出されています。 

このことについて、「工事完了検査時に漏水は確認されず瑕疵があることは分か

らなかった。」旨の説明を受けましたが、適切に設計及び施工管理がなされていれ

ば、多額の損失が発生することはなかったと考えます。当該漏水事故について十分

な検証を行うとともに、今後発注する全ての工事において、二度とこのような事故

が発生しないよう必要な対策を講じてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 

事業者から当該漏水事故の修繕完了報告を受け、漏水の原因とその検証、再発防

止策について検討を行いました。再発防止策のうち施工管理については、水圧検査

方法の見直しを行い、竣工前の管接合チェックシートの確認、管体下部の接合状況

確認の徹底等を工事仕様書に明記して対応することとし、今年度発注の重要管路の

工事においては、既に実施しています。また、設計においては、今回漏水したフラ

ンジ継ぎ手は埋設部では採用しないこととし、特殊な継ぎ手が必要となる場合は、

設計段階で施工方法を含め十分検討することとしています。 

 今後発注する管布設工事においては、このような事故が発生しないよう、適切な

設計及び施工管理に努めてまいります。 

 
 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ５ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  経営状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

当年度末の供用開始区域内人口は 231,408 人で、前年度に比べ 4 人、0.0％増加

し、年間総処理水量は 26,446,800㎥で、939,300㎥、3.4％減少しました。また、

年間有収水量は 23,345,114 ㎥で、前年度に比べ 69,516 ㎥、0.3％増加し、有収率

は 3.3ポイント増加して 88.3％となっています。 

当年度決算は、総収益が 45億 3,064万円、総費用が 39億 8,924万円で、差引 5

億 4,140万円の当年度純利益（前年度 5億 3,956万円の純利益）が生じています。

下水道事業は、平成２０年度以降赤字となっていましたが、平成２７年度に８年ぶ

りに純利益を計上してから３年連続で純利益を計上しました。 

 当年度の総費用は、前年度と比較すると 2,497万円減少しています。これは、

営業費用が 4,959 万円、特別損失が 13 万円増加したものの、営業外費用が 7,470

万円減少したことによるものです。また、営業収益が 99万円、特別利益が 17万円

増加したものの、営業外収益が 2,430万円減少したことにより、総収益は 2,313万

円減少しました。 

当年度の資本的収支については、企業債収入、他会計負担金及び国庫補助金等に

よる収入 14 億 2,435 万円（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 250 万円

を除く）、一方支出は、企業債償還金、建設改良費等による支出 34億 8,371万円に

よって、20億 6,186万円の資金不足が生じましたが、損益勘定留保資金、消費税及

び地方消費税資本的収支調整額で補てんしています。 

下水道事業の中長期の経営見通しとして、「収入の柱である下水道使用料につい

ては、料金改定の影響を除けば、水洗化人口の増加などに伴い平成３１年度まで微

増するものの、それ以降は緩やかな微減で推移すると見込んでいる。また、一般会

計繰入金については、算定根拠である企業債の元利償還金の減少に伴い今後も減少

していくと見込んでいる。一方、費用については、支払利息は減少していくものの、

その他の費用は削減が難しい状況である。汚水処理については、流域下水道に参画

しているため、今後も、毎年ほぼ一定の汚水処理負担金を負担し続ける必要があ

る。」旨の説明を受けました。そして、今後の資金確保策について、「平成２９年度

の経営状況や経営健全化の取組状況等を踏まえ、料金改定を含め検討していく。現

在、平成３０年８月以降に宝塚市上下水道事業審議会の意見を聴く手続を進めてい

る。」旨の説明を受けました。 

しかしながら、上下水道局から示された今後の経営計画（表（１））によれば、

下水道事業においては平成３４年度にかけて毎年度黒字が見込まれており、平成３

４年度の繰越利益剰余金は 37億 2,568万円に至るものと試算されています。 

このことについて、平成２６年度決算からの会計制度の変更において、現金収入

を伴わないにもかかわらず収益として計上することが義務付けられた長期前受金

戻入が主たる影響であることは前年度の決算審査においても説明を受けましたが、

決算書上毎年度純利益が発生し、繰越利益剰余金が増加していくことが予測されて

いる中、今後更なる料金改定を行うとすれば、主に企業債償還のための資金不足を

理由とすることとなります。 

料金改定の検討に当たっては、このことを踏まえ、引き続き市民の十分な理解を

得られるような丁寧で分かりやすい説明を行ってください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果（意
見等）の内容 

表（１）今後の経営計画（概要） 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 

繰越利益剰余金が毎年度増加している中で料金改定を行うのは、市民の理解を得

ることが難しいと考えています。繰越利益剰余金が増加している一方、資金は減少

している現状をわかりやすく伝えるため、広報誌・ホームページ等の媒体やモニタ

ー会議等の場を活用し、一人でも多くの市民に理解していただけるよう努めていき

ます。 

 
 

区  分 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経常収益  (a) 4,529,180 4,480,782 4,432,692 4,376,677 4,330,791 4,272,643 

経常費用  (b) 3,987,771 3,913,856 3,952,598 3,885,322 3,842,495 3,808,367 

経常利益  (c)a-b 541,409 566,926 480,094 491,355 488,296 464,276 

特別利益 (d) 1,468 93 93 93 93 93 

特別損失  (e) 1,473 926 926 926 926 926 

当年度損益 (f)c+d-e 541,404 566,093 479,261 490,522 487,463 463,443 

未処分利益剰余金 (g) 前年度の i+f 1,238,905 1,804,998 2,284,259 2,774,781 3,262,244 3,725,687 

利益処分案 (h) 0 0 0 0 0 0 

次年度繰越利益剰余金 (i)g-h 1,238,905 1,804,998 2,284,259 2,774,781 3,262,244 3,725,687 

 



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ６ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  上下水道局（下水道事業会計） 

項 目  宝塚市下水道事業経営戦略について 

監査結果（意
見等）の内容 

今回、平成２８年１２月に策定された宝塚市下水道ビジョン２０２５及び宝塚市

下水道事業経営戦略（以下「下水道経営戦略」という。）において示された各数値

と平成２９年度実績値について確認しました。 

経営健全化に向けた取組については、平成２８年度実績額が目標とする取組効果

額を下回っていましたが、平成２９年度も計画どおりに進んでいません。経営健全

化に向けた取組効果額の平成２９年度実績額は合計 4億 6,099万円であり、想定し

た効果額の合計 4億 8,450万円を 2,351万円下回っています。管路維持管理業務の

包括委託については、効果額として 5,000万円を見込んでいましたが、未実施とな

っています。更に当該取組については、平成３０年度に効果額が 1億円計上されて

いますが、現時点では見込みが立っていない状況であります。 

また、平成２８年度に実施した職員配置の見直しについては、効果額 800万円に

対し、実績額が 614万円で差額が 185万円、平成２８年度と平成２９年度の２か年

で既に 370万円の差が生じています。 

一方、下水道使用料の改定については、効果額 3億 5,000万円に対し、実績額 3

億 7,778万円で、差額は 2,778万円、平成２８年度と平成２９年度の２か年で 5,066

万円上回っています。また、一般会計からの繰入金の増額については、効果額 7,000

万円に対し実績額も同額となっており、これは平成２８年度も同様でした。 

料金改定による増収及び一般会計繰入金増額についての効果額の見込み並びに

実績額を除くと、計画２年目において効果額の見込みと実績額との間に 5,354万円

という大きな差額が生じており、この差額を埋め、計画どおりの取組効果額を生み

出すためには、新たな取組の検討が必要であると考えます。 

経営指標の推定値に対する実績値については、下水道（雨水）施設整備延長比率

は指標 80.4％に対し実績値が 79.6％、重要な汚水管路の耐震化率は 31.3％に対し

30.6％、管渠改善率は 0.9％に対し 0.7％とそれぞれ実績値が経営指標を下回って

いました。 

また、投資計画額に対する実績値については、建設改良費全体では計画額 9億

8,436万円に対し実績額は 3億 2,444万円で計画額に対し 33.0％、うち公共下水道

の汚水では 1億 6,000万円に対し 7,345万円で 45.9％、同じく雨水では 5億 5,387

万円に対し 7,251万円で 13.1％となっています。流域下水道負担金では 1億 6,666

万円に対し 1億 790万円で 64.7％となっています。  

これらの原因としては、特に公共下水道の雨水については都市計画道路荒地西山

線整備事業の遅延が主なものであり、重要な汚水管路の耐震化率及び管渠改善率に

ついては補助採択箇所を中心に事業展開したためとの説明を受けましたが、下水道

経営戦略は、「下水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中

長期的な視野に立った経営の基本計画であり、これに基づき施設、財務、組織、人

材等の経営基盤を強化することにより、下水道事業の安定的経営を目指す」ものと

されています。このことから考えても下水道経営戦略に掲げられた投資計画を着実

に実施していく必要があると考えます。 

将来的に計画期間の最終年度（平成３７年度）の目標値を達成できるよう、取組

を強化してください。 



 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 

 取組効果額及び経営指標と実績値が乖離している現状の問題点を整理し、経営健

全化に向けた取組内容の見直しも含めて検討してまいります。また、投資計画を着

実に実施し、最終年度の目標を達成するために、適切な事業の執行に努めていきま

す。 

 



監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ７ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  市立病院 

項 目  経営状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

当年度決算は、総収益が 114 億 9,114 万円、総費用が 116 億 7,683 万円で、差引

き 1億 8,569 万円（前年度 2億 5,613 万円）の当年度純損失が生じています。その

結果、当年度未処分利益剰余金は、前年度からの繰越利益剰余金 10 億 3,344 万円

を加えて 8 億 4,775 万円となりました。 

当年度の資本的収支については、9 億 8,501 万円の資金不足が生じましたが、補

てん財源である過年度分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整

額、損益勘定留保資金等で補てんしています。 

純損失減少の主な要因についてみると、収益面では、医業収益について、前年度

の収益と比較すると、入院収益が 4,974 万円、その他医業収益が 676 万円減少した

ものの、外来収益が 1億 8,263 万円増加し、これらを合わせた医業収益の増加額は

1 億 2,612 万円となっています。他に、特別利益の過年度損益修正益が 166 万円の

減少、医業外収益が 6,541 万円の減少等、事業収益全体では差引き 5,904 万円の増

加となっています。 

一方費用面では、医業費用について、資産減耗費が 635 万円、材料費が 519 万円、

研究研修費が 271 万円、減価償却費が 117 万円といずれも増加したものの、経費が

3,082 万円、給与費が 283 万円減少し、医業費用は 1,822 万円の減少となっていま

す。他に、医業外費用が 637 万円の増加、特別損失が 46万円の増加で、事業費用

全体では差引き 1,139 万円の減少となっています。 

以上のように、当年度純損失については、前年度と比較すると 7,043 万円の減少

となっており、前年度より改善されているように見えます。しかしながら、平成２

７年度決算で計上されなかった退職給付債務の見込差額 1億 1,731 万円が、平成２

８年度に計上されており、それを差し引くと平成２８年度の純損失は 1 億 3,882 万

円となり、当年度純損失は前年度よりも 4,687 万円悪化したことになり、前年度よ

りも収支が悪化していることに留意する必要があります。 

経営改善の方針及び対策については、「経営改善の方策として最も重要なものは、

兵庫医科大学をはじめとした関連大学との連携を強化して医師の派遣を受け、収益

を確保することであると考えている。」旨の説明を受けました。しかし、全国的に

医師不足の中、医師の確保は厳しい状況となっています。医師確保の取組と並行し

て、本市病院会計独自の取組・見直しを図っていく必要があると考えます。例えば

病院費用の大部分を占める人件費について、他の公立病院や民間病院の状況を調査

し、給料表や手当の在り方などの現状分析や見直しを進めながら、医師確保とそれ

以外の方策にも積極的に取り組むなど、経営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１１月３０日 措置通知 
医師確保の取組と並行して、本院独自の見直しとしまして、病院費用の大部分を

占める人件費について、他の公立病院や民間病院の状況を調査し、給料表や手当の
在り方など分析するなど、医師確保以外の方策にも取り組む必要があると考えてい
ます。 
 改めて国公、近隣公立病院、兵庫医科大学を始めとする民間病院の職員給与との
比較分析等を行ったうえで、本院の給与水準が適正であるかを検証し、今後、本院
が安全で良質な医療を市民に継続的に提供していけるよう、職員給与のあり方につ
いて、検討を行ってまいります。 
（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 

３０ ８ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  市立病院 

項 目  医師の退職等による医業収益への影響について 

監査結果（意
見等）の内容 

市立病院の医師については、主に兵庫医科大学と連携し、医局を通じ必要な医師

の派遣を受けていますが、平成２９年度における医師の異動状況等を確認したとこ

ろ、次表のとおりとなっていました。 

 

消化器内科において、副医院長を含めた１０名もの医師が退職しているにもかか

わらず、２名しか採用できていないことについて、「大学の医局に属していない医

師であったため、タイムリーな補充ができなかった。」旨の説明を受けました。な

お、これらの医師の大量退職の影響は、表からわかるように診療報酬の大幅な減少

につながっており、病院事業の医業収益にも大きな影響を与える結果となっていま

す。 

一方、病院事業が定めた定員適正化計画における正規医師の目標数８８名との比

較においても、平成２９年度末では７３名しか確保できておらず、依然、医師不足

の状況が続いています。現在の医師の確保状況について、「呼吸器内科、眼科、腎

臓内科、リハビリテーション内科、緩和ケア内科、糖尿病内科、消化器内科、小児

科及び救急科で医師の増員が必要であると考えている。」旨の説明を受けましたが、

各診療科の医師の採用にあたっては、地域の医療の中心を担う公立病院としての役

割はもちろんですが、診療科別損益計算書の活用などにより、病院の経営に資する

診療科も考慮した上で、採用を決定していく必要があるのではないかと考えます。 

今後の医師の採用については、平成３０年度に消化器内科で１名、放射線治療科

で１名、救急科で１名及び腫瘍内科で２名、計５名の採用が予定されており、今後

の医師確保の具体的な取組については、「①医局へ医師の派遣要請を継続して行う、

②紹介会社から医師の紹介を受ける、③ホームページで医師を募集する」旨の説明

を受けましたが、引き続き、医師確保に向けて兵庫医科大学をはじめとした関連大

学との連携を強化するとともに、病院経営の安定化にも努めてください。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 医師の確保に際しては、地域医療支援病院としての役割を踏まえつつ、平成 29
年度病院事業会計決算質疑書問６(４)の回答で記載しているとおり、どの診療科の
医師を優先的に増やすのが病院経営に資するのかを考える際の一つの材料として、
診療科別損益計算書を活用できるのではないかと検討しているところです。 
 関連大学との連携を強化し、医師を確保することが病院経営の安定に資すると考
えていますので、今後もこれを中心に取り組んでいきます。 
（添付資料） 
１ 
２ 
３ 

 
退職 採用 増減

患者数増減
（人）

診療報酬増減
（千円）

消化器内科 10 2 △ 8 △ 3,671 △ 138,492

救急科 1 0 △ 1 △ 3,585 △ 110,952

その他 17 23 6

計 28 25 △ 3



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ９ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  市立病院 

項 目  一般会計からの繰出金の積算方法について 

監査結果（意
見等）の内容 

公営企業に対する繰出金の基準については、総務省通知「地方公営企業繰出金に
ついて」において定められていますが、本年度の決算審査において病院事業におけ
る繰出金の積算方法について確認したところ、繰出項目のうち、「救急医療の確保
に要する経費」に係る繰出金の積算については、次表のとおり、救急医療の収支差
額を積算する内容となっていました。 

 

一方、総務省通知「地方公営企業繰出金について」における、「救急医療の確保
に要する経費」に係る繰出基準は下記のとおりとなっています。 
１０ 救急医療の確保に要する経費 
 (2) 繰出しの基準 
ア 救急病院等を定める省令第２条の規定により告示された救急病院又は「救急
医療対策の整備事業について」に基づく救命救急センター若しくは小児救急医
療拠点病院事業若しくは小児救急医療支援事業を実施する病院における医師
等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な経費に相当する額とする。 

イ 次に掲げる病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必
要な施設を上回る施設)の整備(耐震改修を含む。)に要する経費に相当する額と
する。 

ウ 災害拠点病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療
用具、診療材料、薬品、水及び食料等(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、
薬品、水及び食料等を上回るものをいう。)の備蓄に要する経費に相当する額と
する。 

上記の基準に照らし、市立病院の積算項目において該当するのは、空床確保料（基
準アに該当）、人件費のうち医師等の待機に係る部分（基準アに該当）及びＤＭＡ
Ｔ消耗品等整備費（基準ウに該当）のみであると考えますが、救急医療の収支差額
を繰出金として積算していることについて、「基準では、空床の確保「等」とされ
ていることから、収支差額を含めることも妥当であると考えている。」旨の説明を
受けました。 
確かに、各自治体の実情に応じ不採算経費を繰出金とする考え方があることは理

解できますが、収支差額だけでなく、空床確保料まで費用に加えて繰出金に含めて
いることについては、繰出基準の拡大解釈ではないかと考えざるを得ず、仮に、空
床確保料を費用として計上するのであれば、これに付随する入院収益も併せて計上
し、より厳密な収支差額にすべきではないかと考えます。 
現在、市も厳しい財政状況の中で病院事業への繰出しを行っている状況を鑑み、

今後、繰出金の積算については、病院事業においても積算に算入すべき収入はない
か、適切に按分された人件費が計上されているか等、再度確認を行い、厳密な積算
を行うよう努めてください。 

 積算額 積算方法

収益 診療報酬（外来） 134,846,055 14,523円/外来1日×25.44人/外来１日×365日

人件費 428,808,938 院内391,152,938円 +　院外37,656,000円

薬品費 21,896,971 4,717円/日・人×9,285人（患者数）×1/2

診療材料費 22,356,538 2,408円/日・人×9,285人（患者数）

光熱水費 1,931,755 面積按分（200,790,155×280.0/31,432×1.08）

経費 40,055,781 消耗品費・備品等　患者数按分

空床確保料 115,684,560 52,824円/入院１日×６床×365日

DMAT用消耗品等整備費 1,303,000

497,191,488要求額（費用－収益）

区分

費用



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 救急の医療を確保する経費の繰り入れは、地方公営企業法第 17 条の２第１号に
規定する「その性質上、企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経
費」に該当し、繰出基準に「医師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要
な経費相当とする額」とあり、他の項目にある「これに伴う収入をもって充てるこ
とができないと認められるものに相当する額」の記載がありません。過去には収入
を除外していたことがありますが、改革プランの計画期間終了時に市との協議によ
り、収入を加えて収支差額で積算する方式としています。ご指摘を踏まえ、今後に
ついては、入院収益を含めた収支差額とするのか、他市の事例も参考に、見直しに
ついて市と協議していきます。 
 
 
 

（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 

３０ １０ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  市立病院 

項 目  時間外勤務の状況について 

監査結果（意
見等）の内容 

時間外勤務の状況は、平成２９年度は病院全体で78,376時間となり、前年度より

3,382時間削減されています。職員１人当たりの時間数も119時間となり、前年度よ

り６時間削減されており、時間外勤務削減への取組の成果が見られます。 

しかし、時間外勤務の上位20名のうち15名は前年度と同一人物となっており、そ

のうち10名は前年度より時間外勤務が増加しています。同一人物の時間外勤務が多

い状況は、健康面からも何らかの具体的な対策が必要と考えます。職場により業務

が偏っているのであれば体制を見直すことも必要です。また、時間外勤務手当の金

額は総額1億8,992万円にも上り、前年度よりも614万円増加しています。病院とし

ての経営面からも、職員の健康面やワークライフバランスの面からも、引き続き時

間外勤務の削減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３０年１１月３０日 措置通知 

平日時間外や土曜祝日勤務が生じる血液浄化療法センターに勤務する看護師と
臨床工学技師について、平成 30 年４月から変則勤務制（シフト勤務）を導入し、
一日の勤務時間を延長又は短縮することや土曜日も要勤務日とすることで、業務に
必要な人員を必要な時間帯に配置できるように改善しました。その結果、昨年度の
上半期の時間外勤務と比べると、看護師では 387 時間、臨床工学技師では 159 時間
の時間外勤務が削減できています。（給与労務課集計の時間外勤務実績より） 
また、病院全体の取組みとしては、全職員に向けて事業管理者より「収支改善に

向けたお願い」として、会議や研修を勤務時間内に終了するよう見直すことや、時
間外勤務発生要因を把握し、課題解決に向けて最大限の取組みを実行するよう指示
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 

３０ １１ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  市立病院 

項 目  減損会計について 

監査結果（意
見等）の内容 

地方公営企業会計基準の見直しにより、平成２６年度決算から減損会計が導入さ

れました。これにより、固定資産の帳簿価額が実際の収益性や将来の経済的便益に

比べ過大となっている場合に、過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すべきことと

なり、これを受け、平成２７年度の決算審査において、市立病院における減損の兆

候の有無の判定方法を確認を行いました。 

減損の兆候の有無の判定方法については、平成２４年１月２７日総務省告示第 

１８号「地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針」において、「固定

資産又は固定資産グループが使用されている業務活動から生ずる損益又はキャッ

シュ・フローが継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスと

なる見込みであること。」とされていますが、市立病院における判定方法について、

「当院はキャッシュ・フローの方を選択し、減損の兆候を判断するので、「業務活

動から生じる損益」の計算方法に対する考え方はない。」旨の説明を受けました。

キャッシュ・フローでしか減損の兆候の有無の判定を行わない考え方については疑

義が残りましたが、減損会計が導入されて間もないこともあり、減損の兆候把握の

方法については近隣市においても見解が分かれている状況であると考えられたた

め、「「業務活動から生じる損益」についても確認した上で、減損の兆候なしと判断

できるのか検討が必要です。」と意見したところです。 

企業会計審議会により公表されている「固定資産の減損に係る会計基準」の「二

の１.減損の兆候」には、「資産又は資産グループが使用されている営業活動から生

ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは、

継続してマイナスとなる見込みであること」と書かれており、上記「指針」記載の

下線部分はこれと同じ内容です。また、企業会計基準適用指針第６号「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」において、減損の兆候の有無の判定方法について

下記のとおり考え方が示されています。 

第12項 

(3)減損の兆候の把握には「営業活動から生ずる損益」によることが適切である

が、管理会計上、「営業活動から生ずるキャッシュ・フロー」だけを用いてい

る場合には、それが、継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイ

ナスとなる見込みであるときに減損の兆候となる（第80項参照）。 

第80項 

～略～ 通常、「営業活動から生ずるキャッシュ・フロー」ではなく、「営業活 

動から生ずる損益」が適切であると考えられる。 ～略～ 

減損会計基準の定めは、管理会計上、「営業活動から生ずるキャッシュ・フロ 

ー」だけを把握している企業の場合には、「営業活動から生ずるキャッシュ・フ

ロー」によって減損の兆候を把握することも可能であることを示しているものと

解される。～略～ 

また、管理会計上「営業活動から生ずる損益」と「営業活動から生ずるキャッ 

シュ・フロー」の両方を把握している場合には、「営業活動から生ずる損益」に

よって、減損の兆候が判断される。 

この説明から、「業務活動から生じるキャッシュ・フロー」で減損の兆候の有

無の判定を行うのは、部門別に減損の兆候を認識する場合など「業務活動から生

ずる損益が把握できない」という例外的なケースに限られ、原則は「業務活動か

ら生じる損益」で判定すべきであることがわかりますが、市立病院においては、 



 

 

 

 

 

 

 

監査結果（意
見等）の内容 

本年度の決算審査においてもこれまでと同様の判定方法を行っていました。この
ことについて、「当院は地方公営企業であるため、「地方公営企業が会計を整理する
に当たりよるべき指針」に従っている。」旨の説明を受けましたが、そもそも、「地
方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針」は、地方公営企業にも企業会
計基準を導入する目的で作成されたものであり、その趣旨は、地方公営企業に会計
基準を導入し、経営実態をより明確に表そうとするものです。 
「業務活動から生じるキャッシュ・フロー（減価償却費の計上なし）が継続して

プラス」であったとしても、「業務活動から生じる損益（減価償却費の計上あり）
が継続してマイナス」となっている場合には、固定資産の価値が十分にあるかが疑
問視され、「減損の兆候あり」として、固定資産の簿価を下げる必要があるかどう
かの検討をすべきだと考えます。 
このことについて、「「業務活動から生じる損益」でも減損の兆候の有無を確認し

たが、兆候なしであった。」旨の説明を受けましたが、病院事業が算出した「業務
活動から生じる損益」については仮払消費税の非課税売上分が含まれておらず、こ
れを「業務活動から生じる損益」に加えると、「業務活動から生じる損益は継続し
てマイナス」となります。病院事業における仮払消費税の内非課税売上分は、医業
収益に直接対応する費用であり、これは業務活動に含むべき費用であると考えま
す。 
近隣公立病院においても、「業務活動から生じる損益」で減損の兆候を有無を判

定しているところが複数あり、減損の兆候ありと判定している公立病院も存在しま
す。減損の兆候の有無を把握することは会計上、非常に重要な意義があると考えら
れるため、地方公営企業に減損会計が導入された趣旨を鑑み、市立病院においても
「業務活動から生じる損益」を毎年度把握し、適切に減損の兆候の有無を把握する
とともに、今後は決算書の「注記事項」にその旨を記載してください。 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

「業務活動から生じる損益」を毎年度把握し、適切に減損の兆候の有無を把握する
とともに、今後は決算書の「注記事項」にその旨を記載していきます。 
 
 
 
 
 
 
 

（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 

３０ １２ 

時 期  平成３０年 ８月２３日 報告 

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

担当課  市立病院 

項 目  未収金対策について 

監査結果（意
見等）の内容 

平成２９年度の医業未収金のうち、患者自己負担金に係る未収金の平成３０年５

月末日の残額は1,154万円で、前年同月に比べ101万円の減少となっています。 

平成２９年度中に時効起算日から３年が経過し債権放棄を行った債権のうち、債

権放棄額（入院及び外来の合計）上位10名及び未収額（入院及び外来の合計）上位

10名について確認したところ、前年度と同様、弁護士事務所へ債権回収を依頼した

後、弁護士事務所からは請求書を送付しているだけであり、その送付自体も債権回

収委託を行ってから約１年経過していると見受けられる事例、また、連帯保証人か

ら「分割で支払えるようになれば連絡する」と言われそのまま連絡を待つだけで時

効が完成してしまった事例などがありました。 

前年度の決算審査で、「平成２９年度からは、弁護士事務所へ債権回収を依頼し

た事例も含めて、市立病院の担当者が市内と一部の市外の地域について、現地調査

を実施する。」旨の説明を受け、今回、平成２９年度には債権放棄前の案件を中心

に、臨戸訪問を５回行っている旨の説明を受けました。 

現地調査を実施すれば、生活困窮などの生活実態の見極めもできると考えます。

今後は債権放棄の直前ではなくもっと早い段階で現地調査をすることで、より大き

な効果を得られると考えます。弁護士事務所に債権回収を依頼する以前の段階で現

地調査や臨戸訪問を行い、滞納者から納付誓約や債務の承認を得て時効中断の方策

をとるなど、安易な債権放棄とならないよう努めてください。 

なお、平成２９年度に新たに弁護士事務所へ回収依頼した金額は110万円であり、

回収額は10万円、回収率は9.7％となっています。 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・ 

内容等） 

平成３０年１１月３０日 措置通知 

 
今後は、早い段階で現地調査や臨戸訪問をします。 
平成３０年度は、回収依頼予定案件の回収依頼前の臨戸訪問を行っています。 
なお、平成３０年度からは、回収委託先の弁護士事務所を替え、日本有数の未収金
回収業務に特化した弁護士事務所に委託しました。 
 
 
 
 

（添付資料） 
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