
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）

30 決算審査 13 企画経営部 市税収納課
未収金対策につい
て
　（ア）市税について

  徴収率については、第２次行財政運営アクションプラン及び当年度の徴
収計画のいずれの目標も達成しており、また、前年度末において未収額第
１位であった滞納案件を完納させるなど、未収金への取組については一定
評価できます。
  しかし、近隣10市町における当年度の市税の徴収率を見ると、宝塚市は
10市町中８位となっており、近隣10市町の中では徴収率が高いとは言えな
い状況です。人員配置について検討することも未収金回収の一つの方策で
はないかと考えます。引き続き、未収金対策に取り組んでください。
  また、入湯税については、前年度に比べ、3,945万円（363.4％）の増加と
なっていますが、これは平成２５年度から平成２８年度までの入湯税につい
て、市及び事業者双方が弁護士を交えて協議を行った結果、当該事業者
のみなし課税方式での入湯客の把握に不足があったとして、現年度分と過
年度分を併せて修正申告により追加納税されたことによるものですが、こ
れらの取組により多額の財源確保が図られたことは評価できます。

  今後も引き続き市税収納率向上アクションプラン（第４次）に基づき収納対
策に取り組み、収入額の確保を図るとともに、徴収率の向上を図るため、執
行停止の手続を進めることができる体制の整備を目指して、関係部署とと
もに人員配置についての検討を進めます。

30 決算審査 14 子ども未来部 保育事業課

未収金対策につい
て
　（イ）市立保育所
保育料及び保育実
施児童保護者負担
金について

  市立保育所保育料・保育実施児童保護者負担金の当年度末の収入未済
額は、前年度に比べ268万円（3.8％）増加しています。
  保育所は、小学校に比べて在籍期間が短く、保育所を卒園してしまうと納
付意欲は薄れてしまうのではないかと思われます。保育料の口座振替を積
極的に推奨し、納め忘れを防ぐことで、滞納繰越となる保育料を減らせる効
果が期待できます。口座振替加入件数及び口座振替率の目標を立てて、
しっかり取り組んでください。
  生活実態等から判断して悪質な滞納と思われるケースについては、財産
調査を行い、滞納のまま放置しないという市の姿勢を示すことも必要と考え
ます。
  また、徴収率の滞納繰越分の目標が11.0％となっていますが、前年度実
績の12.3％よりも低くなっています。実績を踏まえた目標設定を行い、今後
もより積極的に未収金対策に努めてください。

  新規入所者の保護者には内定連絡時において口座振替を勧奨し、また、
すでに入所中で保育料を口座振替にされていない方についても、年3回程
度、文書を送付し勧奨しています。平成30年度からは新規入所者で未納が
発生した際に電話催告を行っていますが、催告の際にも口座振替をしてい
ない保護者に対して口座振替の勧奨を行っています。今後は口座振替率
の目標を設定し収納率の向上を目指します。
  生活実態等から判断して悪質な滞納と思われるケースについては、財産
調査を行うなど、引き続き未収金対策に取り組みます。
　徴収率の滞納繰越処分の目標につきましては実績を踏まえた目標設定と
し、引き続き目標率の達成と未収金の収納に努めます。

・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
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30 決算審査 15 都市整備部 住まい政策課

未収金対策につい
て
　（ウ）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）並び
に市営住宅駐車場
使用料について

　市営住宅使用料の当年度末の収入未済額は、前年度に比べ142万円
（1.2％）減少しており、市営住宅駐車場使用料の当年度末の収入未済額
は、前年度に比べ128万円（3.4％）減少しています。
　現在入居中の滞納者については、債権回収を指定管理者に任せており、
既に退去済の人の滞納分については弁護士事務所に委託している旨の説
明を受けましたが、現在入居中の滞納者であっても、必要なものについて
は弁護士事務所に債権回収を委託するなど、ケースに応じて柔軟な対応を
行うことも必要と考えます。また、家賃等滞納者への納付指導等を、滞納発
生後早期に行うことは大切であり、滞納の長期化及び滞納額の高額化対
策についても強化を図ってください。
　指定管理者変更の時期が近いとのことですが、この機会に債権回収の在
り方についても検討し、更なる未収金対策に努めてください。

  現在入居中の滞納者の債権回収につきましては、市と指定管理者が実施
する収納対策を確実に実施し、それでも納付しない滞納者に対しては、弁
護士と相談のうえ、滞納家賃等の支払いを求めると同時に履行されない場
合の措置も含めた法的措置について検討します。
  滞納の長期化及び高額化対策については、滞納発生後早期の対応が重
要なことを再認識し、電話、訪問など積極的な納付相談を実施することによ
り短期滞納者に対し注力していくよう指定管理者と早期滞納対策について
協議します。それでもなお、滞納が続くようであれば、新たな長期滞納者及
び高額滞納者を生まないために、法的措置を講じます。

30 決算審査 16 健康福祉部 せいかつ支援課

未収金対策につい
て
　（エ）阪神・淡路大
震災に係る災害援
護資金貸付金償還
金について

　阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金償還金について、当年度
末の未償還件数及び未償還額は、176件で2億910万円（利息額1,410万円
を含む）となっています。
　市としては、内閣府通知により、147件、1億8,764万円（利息額1,274万円
を含む）の償還免除を行っており、少額返済者を免除する場合の判断基準
は、「各市では県下共有判定式を運用しているが、本市では他市の基準よ
りも厳しい国と神戸市が合意した判定式で行っている。」旨の説明を受けま
した。
　現時点での県を通じての国への償還期限は平成３２年４月２８日、平成３
２年９月２１日、平成３３年３月２９日であり、償還額は3億7,006万円と多額
となっています。今後引き続き償還期限の延長や償還免除要件の緩和に
ついて国に要望していくとともに、仮に免除要件が緩和される場合には、市
の債権回収に向けた取組姿勢が問われる可能性があるため、引き続き適
切な債権管理を行い、未収金対策に努めてください。

  県・市連絡会議を通じて引き続き償還免除要件の緩和について国に要望
していきます。また、償還免除に向けた処理については生活状況調査票の
送付や実態調査を実施し、債務者の生活状況を適切に把握し、免除要件
に合致した場合には速やかに免除処理を遂行できるようにします。
  また、債権管理につきましては宝塚市債権管理マニュアルに基づき、債権
の回収に向け、適切に対応していきます。

30 決算審査 17 健康福祉部 せいかつ支援課

未収金対策につい
て
　（オ）援護資金貸
付金について

　当年度末の収入未済額は、前年度末に比べ56万円減少していますが、
その内訳は当年度中の償還額が18万円で不納欠損額が37万円となってい
ます。
　未収金対策の取組については、「あきらめず何度も電話をした結果、本人
から連絡を取ってきたケースもあり、今後とも粘り強く未収金対策に取り組
む。」旨の説明を受けました。
　しかしながらまだ十分に臨戸訪問等ができていない滞納者も見受けられ
ますので、できるだけ臨戸訪問を行い、生活実態の把握に努めてください。

  今後も滞納者に対して粘り強く交渉を行い、未収金回収に努めます。
電話での連絡がつかず、交渉が行えていない滞納者に対しては、ご指摘ど
おり臨戸訪問等を行い、生活実態の把握及び支払いの交渉を行います。

30 決算審査 18 総務部
人権男女共同
参画課

未収金対策につい
て
　（カ）住宅資金貸
付金償還金につい
て

　住宅資金貸付金償還金の当年度末の収入未済額は、前年度に比べ62万
円（1.1％）増加しています。
　未収金については、過去の決算審査における意見も踏まえ、１２月の
ボーナス時期に特別滞納整理期間を設けてメリハリをつけた債権回収に取
り組んでいるとのことですが、未だ十分な効果は現れていないのが現状で
あり、弁護士事務所にも債権回収を委託していますが、これについてもあま
り効果は上がっていません。
　弁護士事務所に委託した後も、任せきりにするのではなく、委託後もしっ
かりと市からも働きかけることが、滞納者に対して一定の効果があると考え
ます。また、弁護士事務所からの報告を待つのではなく、市から定期的に
連絡を取り、状況確認をするとともに新たな対応を検討することも必要と考
えます。滞納者に対しては、半年や３箇月に一度の電話だけで済ますので
はなく、市からも粘り強く働きかけ、納付につながるよう、今後も未収金対策
に努めてください。

  弁護士事務所と連携を密に取りながら、滞納者に対して粘り強く債権の回
収に努めます。
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30 決算審査 19
教育委員会
管理部

学事課

未収金対策につい
て
　（キ）修学資金貸
付金償還金につい
て

　修学資金貸付金償還金の当年度末の収入未済額は、前年度に比べ135
万円（7.0％）増加しています。
　滞納額が多い上位１０名について債権回収の取組を確認したところ、電
話をかけて留守だった場合、次にかけるのが１箇月から２箇月先という事
例、また、弁護士事務所に債権回収を委託している場合、市は弁護士事務
所からの連絡を待つだけで、弁護士事務所も年１回請求書を送付している
のみという事例が多くみられました。これでは債権回収の取組としては不十
分と言わざるを得ません。
　電話をかけて留守だった場合は、間を置かずに時間、曜日を変えて再度
連絡を取るべきです。また、臨戸訪問を実施し、生活実態を把握することも
大切です。弁護士事務所に委託している場合でも、委託業者に任せきりに
するのではなく、市からも連絡を取り、適時、的確に状況を把握し対応する
など、更に踏み込んだ取組を心掛けてください。

  現在、長期滞納者及び高額滞納者から順に夜間に電話催告を行い、債
務承認のうえ支払能力に応じた納付計画を作成し計画的な納付を促してい
ます。また、少額あるいは、短期の滞納者についても、長期・高額滞納者と
ならないよう電話催告を行っています。
　なお、電話催告は長期に間隔を空けず、計画的に実施するとともに、何度
電話をしても、連絡のつかない滞納者については、12月に課内で連携し
て、臨戸訪問による一斉徴収を実施する予定としており、計画的で継続的
な滞納整理に努めます。
　また弁護士事務所に債権回収を委託している者についても、成果の出て
いない者については状況の確認を毎月初めに行い、適時状況を確認する
ことで、任せっきりにならないように取り組んでいきます。
  なお、弁護士事務所の催告にも応じない滞納者に対しては、次年度以
降、委託対象から解除し、法的措置を含めた滞納整理に努めます。

30 決算審査 20
教育委員会
管理部

学校給食課

未収金対策につい
て
　（ク）学校給食費
実費徴収金につい
て

　学校給食費実費徴収金の当年度末の収入未済額は、前年度に比べ120
万円（12.2％）減少しています。
　平成２８年度から、学校給食費が公会計化され、市が債権を管理すること
になりました。滞納額が多い滞納者に対する取組状況について所管課に確
認したところ、「当年度からは伊丹簡易裁判所に支払督促を申し立ててい
る。これにより、これまで催告をしても納付につながらなかった世帯から、一
括納付又は分割納付の申出を得るなどの成果を得ている。」旨の説明を受
けました。これらの取組については一定評価できると考えます。
　また、徴収計画に現年度分の徴収目標が記載されていないことについ
て、「アクションプランと同率と考えている。」旨の説明を受けましたが、徴収
計画には具体的な目標値を記載すべきです。滞納繰越分及び現年度分そ
れぞれの適切な徴収目標を速やかに設定し、今後も未収金対策に努めてく
ださい。

  滞納繰越分及び現年度分の徴収目標を設定しました。

30 決算審査 21 健康福祉部 生活援護課

未収金対策につい
て
　（ケ）生活保護費
返戻金について

　当年度末の収入未済額は、前年度に比べ1,582万円（7.6％）増加していま
す。
　当年度における現年度分、滞納繰越分を合わせた徴収率は23.4％であ
り、前年度より4.8ポイント改善されていますが、やはり現状の徴収率は低
すぎると言わざるを得ません。分割納付中の案件も、完納するのに20年か
ら100年かかるような状況になっています。
　所得が低いため少額の回収にならざるを得ないのは一定理解できます
が、現在分納中の案件についても、分納が滞ったときは速やかに電話催告
や臨戸訪問を行い、また、できるだけ滞納繰越にならないよう、早い段階で
本人に連絡を取るなど、素早い対応が重要です。
　また、徴収計画の現年度徴収率目標が36.0％となっており、前年度の実
績48.4％よりも低い目標となっています。徴収率目標は、少なくとも前年度
実績程度には設定し、努力目標とすることが必要と考えます。適切な目標
を掲げ、今後も引き続き未収金対策に取り組んでください。

  債権管理について、専任担当者がいないため、十分な対応ができていま
せん。
  一括納付の納期限を経過しても未納となっている場合は納期限後20日以
内に督促状を送付し、督促状を送付してもなお未納の者については催告文
書と履行期限延期申請書を年2回送付していますが、納付または履行期限
延期申請がない者の把握が不十分であり、また、履行期限延期申請の提
出があった者についても、納付状況の把握が不十分であることは認識して
います。ご指摘のとおり、納付が滞ったときは素早い対応が重要であり、督
促に対する返答がない場合や、分納が滞った場合は速やかに電話催告等
が行えるよう、現在、納付状況の把握が行える仕組みを作ろうと取り組んで
います。
  債務者は生活保護受給者または元生活保護受給者であり、納付により生
活が困窮することがないよう配慮が必要なことから長期にわたる分割納付
計画となることが多い状況ですが、今後は、分割納付が滞ったときは速や
かに電話催告するなど滞納繰越にならないような対応に努めます。また、
生活保護廃止後の長期高額滞納者については、電話催告や臨戸訪問など
による納付交渉を続けるとともに、法的措置を念頭に置いた対応も検討し
ていきます。
  徴収計画の現年度徴収率目標については前年度実績に応じた目標を設
定するようにします。
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30 決算審査 22 企画経営部 市税収納課

未収金対策につい
て
　（コ）国民健康保
険税について

　国民健康保険税の当年度末の収入未済額は、前年度に比べ、9,821万円
（3.8％）減少しており、その金額は、自主財源の収入未済額全体の46.4％
を占めています。
　現年度の徴収率については、前年度の91.1％に対して、当年度は91.4％
と0.3ポイント、滞納繰越分の徴収率については、前年度の14.0％に対して
当年度は15.8％と1.8ポイントそれぞれ向上しています。
　未収金については、「（ア）市税について」で述べているとおり、取組につ
いては評価できますが、近隣10市町における当年度の国民健康保険税の
徴収率を見ると、近隣10市町中最下位となっており、今後とも徴収率向上
に努めてください。

  今後も引き続き市税収納率向上アクションプラン（第４次）に基づき収納対
策に取り組み、収入額の確保を図るとともに、徴収率の向上を図るため、執
行停止の手続を進めることができる体制の整備を目指して、関係部署とと
もに人員配置についての検討を進めます。

30 決算審査 23 健康福祉部 介護保険課

未収金対策につい
て
　（サ）介護保険料
について

　介護保険料の当年度末の収入未済額は、前年度に比べ626万円（6.0％）
減少し、徴収率は97.4％と前年度の97.3％と比べて0.1ポイント向上してい
ます。
　当年度中の介護保険料に係る滞納整理状況については、「財産調査及
び滞納処分について現在実施に向けて取組中である。」旨の説明を受けま
した。
　介護保険料の時効期間は２年であり、他の債権と比較すると短いため迅
速な対応が求められます。まずは財産調査について確実に着手する等、よ
り適切な債権管理に向けて取り組んでください。

  滞納処分を目的とした財産調査については、平成３０年度中に実施する
予定です。今後も、滞納の早期解決と圧縮を目指し、「宝塚市介護保険料
滞納整理マニュアル」及び「宝塚市介護保険料徴収計画書」に基づいた滞
納整理の取組を進めます。

30 決算審査 24 市民交流部 医療助成課

未収金対策につい
て
　（シ）後期高齢者
医療保険料につい
て

　後期高齢者医療保険料の当年度末の収入未済額は、前年度に比べ435
万円（13.3％）増加し、徴収率は98.8％と前年度の98.9％と比べて0.1ポイン
ト低下しています。
　後期高齢者医療事業に係る今後の見通しについては、「被保険者数は毎
年伸び続けており、団塊の世代が全て後期高齢者となる２０２５年には、現
在と比べて大幅な事務量の増加が見込まれる。」旨の説明を受けました。
被保険者数が増加することに伴い、滞納者の数も増加することが予測でき
ます。後期高齢者医療保険料の時効期間は２年であり、他の債権と比較す
ると短いため迅速な対応が求められます。体制整備も含め、今後更に適切
な債権管理に努めてください。

  保険料の時効が2年と他の債権と比較して短いことも踏まえ、課の人員体
制の充実を検討するとともに、事務処理の効率化等の見直しを行うことなど
により、適切な債権管理に努めます。

30 決算審査 25 企画経営部 政策推進課
ふるさと納税につい
て

　当年度におけるふるさと納税に係る本市の収支状況について確認したと
ころ、ふるさと納税寄附額は3,970件で1億2,790万円、他自治体へのふるさ
と納税による本市市民税からの寄附控除額は3億7,089万円、記念品等に
要した経費は5,009万円、本市市民税からの寄付控除に対する地方交付税
措置額は2億7,817万円となっており、結果ふるさと納税に係る収支はマイ
ナス1,491万円となっていました。
　前年度のふるさと納税寄附額は2,769件で9,999万円であり、当年度は
1,201件、2,791万円（27.9％）増加しています。他の都市部の自治体同様、
本市から他自治体へのふるさと納税に対する税控除額の方が寄附額より
大きいため収支はマイナスとなっていますが、今後もシティプロモーション
の推進を図ることで、宝塚市の持つ魅力を幅広く知ってもらい、ふるさと納
税においても本市を寄附先として選んでもらえるような取組に努めてくださ
い。

  庁内関係部署との連携により、全国にPRできる新たな魅力ある記念品の
発掘や拡充を目指すほか、雑誌やフリーペーパー等での効果的な広告を
行うことで本市の魅力を多くの方に知っていただき、寄附先として選んでい
ただけるよう今後も取組を進めます。



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）

30 決算審査 26 企画経営部
施設マネジメン
ト課

本市における公共
施設マネジメントの
進捗状況等につい
て

  現在の本市における施設の削減、統廃合等の検討状況を確認したとこ
ろ、「平成３１年度の早期には統廃合等を含めた具体的な個別施設の方向
性に係る計画を策定したいと考えている。」旨の説明を受けましたが、施設
ごとの具体的な方向性に係る計画について、市民の意見を十分聴きなが
ら、できるだけ早く策定できるように取り組んでください。
  また、個別施設ごとの長寿命化計画については、国において平成３２年度
までのできるだけ早い時期に策定するものとされています。国において創
設された公共施設等適正管理推進事業債の対象事業となるためには、一
部を除き個別施設計画等に位置付けられることが必要とされています。こ
のことからも、計画策定済以外の施設に係る個別施設計画についても、で
きるだけ早く策定するように努めてください。

  現在、建物施設の老朽化の状況や維持管理に要する経費、施設の利用
状況等に基づいて、統合や複合化、移転、民営化などにより削減する具体
的な建物施設について検討を行っています。
　今後、有識者からの意見やパブリックコメントでの市民の意見を踏まえ、
来年度早期に建物施設保有量の最適化に向けた方針を策定する予定で
す。
　国が示す個別施設計画に相当する長寿命化計画等の策定については、
各公共施設の維持管理に係る所管部局と連携し、策定の対象施設の検討
を行った上で、早期の策定に努めます。

30 決算審査 27 市民交流部
市民協働推進
課

宝塚市きずなの家
事業補助金につい
て

　宝塚市きずなの家事業補助金の制度創設以降、最初に事業認定を受け
た団体の補助金の交付期間は平成３１年１０月までとなっていますが、交付
期間の更なる延長について所管課に確認したところ、「延長の予定はなく、
このことは運営団体にも以前から説明している。」旨の説明を受けました。
　また、交付期間終了後の事業継続に向けた対応策については、「現時点
で具体的な対策案はないが、交付期間終了後の事業継続に向けて、今後
も事業に関係する各部局との連携を密にし、他の補助金の活用や事業委
託の検討なども含め、丁寧に対応していく。」旨の説明を受けました。
　交付期間終了後に施設の閉鎖を検討している運営団体もあるとのことで
すが、そもそも、交付期間終了後も運営団体が事業を継続することができ
るよう、自立を後押しすることが全額補助の理由であったはずです。補助事
業の趣旨を運営団体に十分説明し、団体の自立心の醸成に努めてくださ
い。
　さらに、補助内容の見直しについて、「平成３０年度の新規運営団体か
ら、賃借料補助を廃止する一方で、開設に伴う備品等の購入について新た
に補助を行うなど補助内容の見直しを行った。」旨の説明を受けましたが、
いずれにしても、今後ともきずなの家事業がそれぞれの団体の自立性を高
め、継続して地域住民の福祉の向上に寄与できるような取組となるよう努
めてください。

  きずなの家における現状や課題を共有し、お互いの独自性を尊重しなが
ら交流を深め、活動の活性化を図ることを目的として、年に４回程度、きず
なの家連絡会を開催しています。昨年度はこの連絡会において、きずなの
家を継続していくための課題解決を図ることを目的とするワークショップを
実施し、運営団体の自立心の醸成に努めました。また、当課で作成してい
る市民活動団体用の「補助金・助成金事業一覧」を情報提供し、他の補助
金等の活用も促しているところです。
  今後も、きずなの家事業補助金終了後の事業継続に向けて、補助事業の
趣旨を運営団体に丁寧に説明するとともに、利用者の声や運営団体の意
見等を踏まえ、団体の自立性を高める取組を推進し、継続して地域住民の
福祉の向上に寄与できる事業となるよう努めます。

30 決算審査 28 健康福祉部 健康推進課
不育症治療支援事
業助成金について

  当該事業は、不育症の早期受診及び早期治療の促進や治療者の経済的
な負担軽減を目的として、本市では、平成２８年４月１日以降の治療を対象
として平成２９年１月から助成を開始しています。
  当年度は当初予算額75万円に対し、申請は１件、助成額は6,415円にとど
まっています。今後、市民にとって利用しやすく効果的な事業となるよう助
成対象の見直しや所得制限の緩和など制度の改善について兵庫県への要
望を行うとともに、制度の周知についても、積極的な啓発やＰＲに取り組ん
でください。

  不育症治療支援事業の市民に対する制度の周知については、広報たか
らづか、市ホームページ、妊娠届時に配布するリーフレットに掲載して行っ
ています。
  また、市内産婦人科医療機関に対する周知については、平成30年10月31
日に、市より申請書の配布等の依頼をしました。市外の医療機関について
は、県が県医師会や県内産婦人科医療機関に対して兵庫県不育症支援ガ
イドラインの配布を通じて毎年周知を行っており、本年度は12月頃に実施さ
れる予定です。
  助成対象の見直しや所得制限の緩和など制度の改善については、来年
度兵庫県へ要望を行う予定としています。
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30 決算審査 29 産業文化部 商工勤労課
宝塚市特産品・加
工品開発支援事業
補助金について

  宝塚市特産品・加工品開発支援事業補助金の当年度実績について、「補
助対象事業者９者のうち商品化されたものは８者あり、その８者のうち宝塚
北サービスエリアで販売しているものが２者、宝塚北サービスエリア内で装
飾として展示しているものが１者ある。」旨の説明を受けました。
  当該補助金については、平成３０年３月の宝塚北サービスエリアの供用
開始により一定の役割を終え、平成２９年度末に廃止されていますが、これ
までの事業実施に対する効果を総括して検証すべきではないかと考えま
す。当該補助金を交付した事業全体の成果を分析するとともに、今後とも
当該補助金の交付によって開発及び商品化された特産品・加工品が、当
該補助金の交付目的である地域産業の活性化につながっていくよう、補助
金の交付以外での支援を引き続き行ってください。

  宝塚市特産品・加工品開発支援事業補助金につきましては、開発品の大
半が商品化されたことは一定の成果がありました。その中で、これらの商品
を新名神宝塚北サービスエリアにおいて販売していくことについては、民間
事業者同士の条件交渉となるため、行政が関わっていくことには限りはあり
ますが、出品を希望する事業者に対しては、引き続き同サービスエリア運
営事業者との交渉の橋渡し役を担っていくことにより支援していきたいと考
えています。
　また、平成３０年度中には当補助金の効果を検証、総括するための会議
を開催する予定にしております。この会議には、補助金交付決定の際に開
催している審査会の委員である宝塚商工会議所、ＪＡ兵庫六甲の職員にも
出席していただき、様々な視点から成果の分析を行い、今後の商工施策に
活かしていきたいと考えています。

30 決算審査 30 産業文化部 観光企画課
宝塚周遊パス事業
補助金について

　本市では、滞在型観光客の増加を目的として、市内の観光施設、飲食
店、物販店等で割引等の特典が受けられる「宝塚周遊パス」の企画・運営
を行う事業者に対し、宝塚周遊パス事業補助金として490万円を交付してい
ます。
　当年度実績については、配布数16,000部及び協力店舗37施設に対し、延
べ利用者1,274名、「宝塚おさんぽｐａｓｓ」を利用した消費金額134万円、スタ
ンプラリー達成者161名、アンケート回答者196名となっていますが、この結
果について、「事業実施初年度であり、費用対効果としては大きな成果を上
げることはできなかった。利用者・協力店舗へのアンケート結果においては
肯定的な意見も多く、平成３０年度の事業実施に向けては、その意見を集
約・分析の上、更なるＰＲ効果や経済効果を出せるよう取組を進めてい
る。」旨の説明を受けました。
　今後は、配布対象を宝塚歌劇に限定せず、市内の観光施設に訪れる観
光客に拡大することや当該事業の積極的なＰＲ等、利用者及び利用回数
の増加に向けてより効果的な手法を検討してください。

  平成29年度（2017年度）の宝塚周遊パス事業では、宝塚歌劇貸切公演観
劇者に15,000部及び市内宿泊施設に1,000部の周遊パスをお渡しし、結果
については監査結果のとおりです。
  そのため、今年度はパスの利用者及び参加店舗等から寄せられた意見
を集約・分析し、改善点を洗い出すところから事業を開始しています。
  平成30年度（2018年度）の事業実施に当たっては、①パスの魅力向上（デ
ザインの刷新や特典付与施設の拡大など）、②見やすさ、分かりやすさ、使
いやすさを追求した誌面作り（冊子サイズの見直しや掲載情報の充実な
ど）、③効果的な情報発信及び広報PR活動の展開（制作部数の増や配布
対象・設置場所の拡大など）を主な改善項目に掲げ、パスを制作・発行して
います。
  今年度においても宝塚を訪れた方に周遊いただき楽しんでいただくととも
に、経済効果を創出できるよう改善を図っているところです。

30 決算審査 31 消防本部 総務課
消防団員に対する
報酬等の支払いに
ついて

　本市の消防団は団本部及び11分団で組織されていますが、消防団員は
非常勤の特別職地方公務員であり、市町村は条例に基づき消防団員に対
し、報酬の支給及び水火災への出勤等職務に従事した場合の費用弁償を
支給しています。総務省消防庁は、報酬等は、その性格上本人に直接支
給されるべきものと考えられ、適正な方法で支給するよう通知しています。
　兵庫県内の市町の消防団員への報酬の支払方法について、団員個人で
はなく分団などの口座に入金されている旨の新聞報道がされましたが、団
本部所属の女性団員を除く団員について、本市においても団本部又は各
分団の口座に振り込まれていることが判明しました。
　このことについて、「総務省消防庁の見解等を考慮し、平成３０年１０月支
給分から個人支給とすることとし、現在その手続を進めている。」旨の説明
を受けましたが、速やかに適正な手続に基づく処理を行ってください。

　本市では、費用弁償については、例年、10月、２月、４月に前月末までの
活動実績に応じた額を支給しています。報酬は、２月に額を確定し、３月に
支給しています。
  消防本部では、本年から費用弁償、報酬を個人支給にするべく、団員個
人名義口座の聴取等を行い、去る10月31日に、本年４月から９月末までの
費用弁償を指定個人名義口座へ支給しました。
　今後、支給が予定されている費用弁償及び報酬についても、同手続きを
行います。
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30 決算審査 32
教育委員会
管理部

学校給食課
学校給食会計に係
る収支状況につい
て

　公会計化後の学校給食会計の収支状況を確認したところ、２年連続で収
支不足が発生しており、収支不足額は前年度より増加していました。収支
不足額783万円の補填方法について、「学校給食費調整基金から取り崩す
こととなっている。」旨の説明を受けましたが、当年度末における基金残高
は2,112万円しかなく、現在の収支状況が続けば数年で基金が底をつくこと
となります。その場合には不足額を一般財源で補うこととなりますが、学校
給食会計の収支不足額を一般財源から充当することについては、応益負
担の原則からも慎重に判断する必要があると考えます。
　また、現在の学校給食費の単価の適正性について、「他市の学校給食費
の状況と比較すると、本市の学校給食費は低廉な部類に入ると考えてい
る。近年の物価高騰や今後の消費税増税による食材費の値動を注視しつ
つ、適正な学校給食費を検討していく。」旨の説明を受けました。学校給食
は文部科学省の学校給食摂取基準や食品構成、食事内容、学校給食の
実施計画を考慮する必要があることにも配慮しつつ、単年度収支の均衡と
基金の維持が図れるよう、適正な学校給食費の検討に努めてください。

  平成28年度及び平成29年度において、野菜等の価格の高騰及び高止ま
りにより、学校給食費会計に収支不足が発生しました。
  学校給食費は、応益負担の原則からも単年度収支の均衡を図らなけれ
ばならず、物価高騰や今後の消費税増税による食材費の値動きを注視し
つつ、近隣市の取組を調査し、適正な学校給食費の在り方について検討し
ます。

30 決算審査 33
教育委員会
社会教育部

中央図書館

市立図書館につい
て
　（ア）図書館サー
ビス向上の検討状
況等について

　「平成２９年度全事務事業見直し」の中で、「図書館サービス向上の検討」
が掲げられており、①開館時間延長など利用者のサービス向上に努める、
②指定管理者制度の研究を深めることとされています。
　これらの取組状況を確認したところ、②については「宝塚市立図書館協議
会に諮り、研究を進めることとした。」旨の説明を受けましたが、そもそも図
書館長の諮問機関である図書館協議会において、どこまで客観的な判断
ができるか疑問の残るところです。
　今後のスケジュールとしては、平成３０年度中に指定管理者制度導入に
関する宝塚市立図書館協議会意見書を策定し、この意見書に基づき本市
の図書館における最善の運営形態を決定するとのことですが、教育委員会
での決定に際しては、アンケート等の活用により、図書館サービスの受益
者であり納税者である宝塚市民の声を十分反映した決定となるよう努めて
ください。

  指定管理者制度の検討については、宝塚市立図書館協議会及び社会教
育委員の会議の意見、並びに市民の意見として図書館利用者アンケートの
内容を踏まえた上で、教育委員会において決定します。

30 決算審査 34
教育委員会
社会教育部

中央図書館

市立図書館につい
て
　（イ）市史編集事
業について

　市史編集事業において作成している「市史研究紀要たからづか」の活用
状況等について確認したところ、発行部数に対し無償配布数が多くなって
おり、同一箇所に５冊や10冊も配布されているなどのケースも見受けられ
ましたが、現在の配布先及び配布部数が適正か、一度検証してみる必要
があるのではないかと考えます。また、販売部数が少ないことについても、
「市史研究紀要たからづか」に関心をもってもらうための取組に加え、販売
場所、販売方法等の検討も必要ではないかと考えます。
　また、現在保有している資料等を用い、広く市民に知ってもらい、関心を
高めてもらえるような展示公開となるよう、開催内容、開催回数及び開催場
所等についても検討する必要があるのではないかと考えます。
　本事業は限られた職員の中で行われており、歴史資料の整理・記録等に
時間を要していることは理解できますが、歴史的情報の提供方法について
も検討し、市民の郷土愛を育めるよう努めてください。

  「市史研究紀要たからづか」の発行部数については、昭和58年度創刊号
の1,500部発行から順次発行部数を減らし、現在の平成28年度第28号は
600部を発行しています。今年度発行の第29号は、さらに無償配布先、配
付数を精査し、在庫数を勘案することにより、50部減らして550部を発行す
る予定です。今後も、引き続き、適正な発行部数の設定に努めてまいりま
す。
  販売場所、販売方法の検討については、資料展示会場や文化講座などイ
ベント会場においても販売するほか、ホームページ上での購入申込の受付
や、周知についても画像の添付や内容を紹介するなど、販売促進に努めて
まいります。
  中央図書館聖光文庫での歴史資料の展示公開については、展示回数を
増やすほか、若い世代も含めた多世代の市民が来場し、郷土愛を育むよう
な企画展示に取り組みます。
  また、資料展示の開催場所についても、学校への出張展示や、いろいろ
な公共施設などを含めた館外での展示を検討し、市史資料の更なる活用を
図ってまいります。



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）

30 決算審査 35 市民交流部
国民健康保険
課

国民健康保険事業
費について

　当年度の実質収支は13億19万円の黒字となっています。
　実質収支黒字額の取扱いについては、「平成３０年度補正予算において、
平成２９年度に概算交付されている国庫支出金の金額確定に伴う返還金
に充当した後の約10億6,100万円を前年度繰越金として歳入予算に計上す
る予定である。また、宝塚市国民健康保険事業財政調整基金条例第２条に
おいて、剰余金の２分の１以上に相当する額を基金として積み立てると規
定されているが、積立額については、今後国民健康保険運営協議会で議
論を行っていく。」旨の説明を受けました。
　平成３０年度からの広域化により、財政運営の責任主体は県に変わりま
したが、当該繰越金は本市国民健康保険事業費会計の安定化を図ってい
く上で貴重な財源であることから、取扱いについては、国民健康保険運営
協議会での議論の結果を踏まえ、適正に決定してください。また、中長期の
収支予測については、引き続き広域化による影響を注視するとともに、適
切に対応できるように努めてください。

  平成29年度の国保財政収支黒字分については、平成30年度12月補正予
算に前年度繰越金として歳入予算に計上し、平成29年度に概算交付され
ている国庫支出金の返還分の約2億4千万円への充当を除き、基金に積み
立てる予定です。この件については、広域化後の本市の国保財政の安定
化を図っていく上で貴重な財源であることから、平成29年度国民健康保険
運営協議会の答申を踏まえた運用としています。
  今後の財政運営や保険税率の決定については、県から今年11月下旬に
示される納付金の状況により大きく影響するため、この内容を踏まえ同協
議会でご議論いただいた上で適切に対応してまいります。

30 決算審査 36 健康福祉部 介護保険課
介護保険事業費に
ついて

　第６期宝塚市介護保険事業計画の総括として、所管課から、「約11億
4,000万円の余剰となった。この余剰金のうち8億円は、第７期計画期間中
の介護保険料を軽減する財源に充てた。」旨の説明を受けました。
　実績額が計画額よりも下回った主な理由について、「予定していた小規模
の特別養護老人ホームの未整備など、地域密着型介護サービス事業の基
盤整備が進まなかったことの他、短期入所サービス等のサービスの実績が
計画を下回ったこと等が主な理由と考えられる。」旨の説明を受けました。
　また、第７期における収支の見通しについては、「３割負担の導入等によ
り、介護給付費などは減少するが、後期高齢者が増えており、高齢化率の
上昇や認定者数の増加から介護予防、認知症施策、医療と介護の連携の
３点を重点的な取組として推進していくとともに、介護認定率の改善や介護
給付の適正化を図りつつ、収支均衡を図っていきたいと考えている。」旨の
説明を受けました。
　第６期では、計画額と実績額において乖離が生じましたが、第７期におい
てはこのような乖離が生じないよう、計画に基づく施設整備等について、着
実に実行できるよう取り組んでください。

  第７期宝塚市介護保険事業計画において、施設整備は以下の通り計画し
ています。

 

  なお、第１ブロックの小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活
介護については、公募の結果、事業者は決定しました。
  残りのサービス種別についても、平成30年度中に公募を行う予定です。
引き続き計画に基づき、施設整備を行い、着実に実行できるよう努めます。
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30 決算審査 37 環境部 生活環境課
宝塚すみれ墓苑事
業費及び霊園管理
事業費について

　平成３０年度より、市内３霊園併せて特別会計宝塚市営霊園事業費として
新たなスタートを切りましたが、平成２９年度の各霊園ごとの収支について
は、宝塚すみれ墓苑は5,791万円の赤字、長尾山霊園は1億2,078万円の黒
字、西山霊園は242万円の赤字と、市内３霊園合計では6,044万円の黒字と
なっています。
　特別会計宝塚市営霊園事業費の資金計画では、平成３０年度以降も毎
年度7,000万円以上の赤字が続くと見込まれていますが、当年度に関して
は長尾山霊園の返還区画に係る再貸出数と、宝塚すみれ墓苑の貸出区画
数が計画を大きく上回ったため、結果的に資金計画の見込よりも好転した
収支結果となりました。高い需要の見込める長尾山霊園の区画を無駄にし
ないよう、返還区画については積極的に再貸出を行ってください。
　また、当年度に整備を行った宝塚すみれ墓苑の合葬墓も、資金計画では
平成３０年度以降毎年度50区画の貸出を見込んでいますが、現時点で200
件を超える申込みがある旨の説明を受けました。宝塚すみれ墓苑の未造
成地の活用方策や３霊園及び火葬場の管理も含めた運営方法の在り方に
ついても検討を行うなど、今後も引き続き、永続的、自立的な霊園事業の
運営が実現できるよう努めてください。

  長尾山霊園については、返還区画の整備を速やかに行い、貸出区画数を
伸ばせるよう努めます。近年は返還区画数の増加に加え、需要の低下に
備え、貸出手続の簡素化も視野に入れ、検討します。
　宝塚すみれ墓苑の未造成地の活用については、墓地以外の用途にする
のが難しいため、現在、合葬式墓所近辺や元花つみ園予定地付近にロー
タリークラブからの寄附により桜の木の植樹を行っており、今後、未造成地
にも花等の植樹を行い、たくさんの人が集まる場としていきたいと考えてい
ます。
　３霊園及び火葬場の管理については、コスト、市民サービスの維持・向
上、人員の確保、施設更新のタイミング等を踏まえ、他市にも聞き取りを行
いながら直営、指定管理、運営委託など本市にとって最もふさわしいものを
検討します。

※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。


