
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 定期監査 38 市民交流部 広報課

広報活動に係る業務
委託について
（１）コミュニティＦＭ放
送番組制作及び放送
業務委託について

　当該委託契約（平成２９年度）に係る委託単価3,450円の根拠に
ついて確認したところ、「エフエム宝塚が設定している番組・番組
コーナー提供に係る単価を考慮して委託料の単価を設定してい
る。」旨の説明を受けましたが、この説明では3,450円そのものの
根拠は不明確なままです。
　また、特別番組の放送実績が仕様書の時間数を超過している
ことについて、「特別番組はその性質から時間が不確定であり、
仕様書に定める時間を超えて放送した。」旨の説明を受けました
が、そうであれば、なぜ仕様書に分単位の詳細な時間を記載し
ていたのか、また、なぜ時間が超過するときに仕様書の変更を
行わなかったのか疑問が残ります。
　当該契約は特名随意契約となっており決算額も大きいことから
も、積算根拠等については、より明確な説明責任が求められま
す。また、予算の範囲内であるから問題がないとの考えは、予算
の使い切りとの批判に対する説明にはならないことを念頭に、市
民等に対し、積算根拠等の適正性を明確に説明できるよう努め
てください。

　委託単価は過去の契約実績やエフエム宝塚が設定し
ている番組・番組コーナー提供に係る通常単価を考慮
しながら設定し、見積もり金額とその比較により決定し
ています。なお、本市では委託単価には放送料や制作
費を含んでいますが、ＦＭ放送局をもつ阪神各市は制
作費は別途徴収されており、本市と比較した場合、委託
単価は必ずしも高額とは言えず妥当であると考えてい
ます。
　放送時間については契約書、仕様書に照らし合わ
せ、内容に乖離が生じる可能性があれば、仕様内容の
変更を行う等適切な事務執行を行うとともに、今後も災
害関連情報や市政情報を速報性等コミュニティ放送の
特性を活かして発信し、市民等にご理解いただけるよう
魅力ある番組づくりに努めます。

30 定期監査 39 市民交流部 広報課

広報活動に係る業務
委託について
（２）広報番組制作業
務委託について

　広報番組制作業務については、平成２９年度全事務事業見直
しの中で、「制作本数を削減し、内容を見直し充実させる。」こと
が求められていますが、制作本数は削減されているものの、逆
に番組制作単価は増加していました。単価の上昇が生じている
理由について、「近年は入念に作り込まれた番組を制作してもら
う傾向にあるためである。」旨の説明を受けました。
　また、制作された番組については、動画サイトで公開されてい
ますが、再生回数に対する所管課の見解について、「平均すると
動画再生回数が多いとは言えない状況であるが、当日参加でき
なかった市民に後日映像で楽しんでもらっている。」旨の説明を
受けましたが、入念に作り込まれた番組であれば再生回数の増
加も当然に期待されるところであり、再生回数から判断するに、
その効果が表れているか疑問の残るところです。
　所管課においては番組制作を委託するだけにとどまらず、番組
制作に投じた費用に見合う効果が生まれているかについても適
宜検証しつつ、当該番組が本市の広報活動に寄与するよう今後
も取り組んでください。

　今後もテーマの選定やシナリオの作成などを入念に
行い、市民が関心をもつような魅力的な動画制作に取
り組むとともに、広報誌やパブリシティも効果的に活用
することにより広報番組の周知に努めてまいります。ま
た、本市が作成した他の動画とのリンク付けや、魅力的
なタイトルやサムネイルを設定するなどの手法も取り入
れながら、動画再生回数の増加を目指しより一層、本
市の広報活動に寄与するよう取り組んでいきます。

・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）

30 定期監査 40 市民交流部
市民協働推進
課

市民協働推進課所管
施設における耐震補
強工事の実施状況に
ついて

　市民協働推進課では、所管する共同利用施設及び地域利用施
設33施設のうち、昭和５６年５月以前の旧耐震基準により建設さ
れた施設の耐震性を把握するため、平成２２年度に耐震診断を
実施しました。
　耐震診断結果で、耐震補強工事の必要性があると診断された
施設については、構造耐震指標（Iｓ値）が低い施設から優先し
て、平成２４年度より順次、耐震補強工事を実施しています。
　耐震補強工事が必要な16施設のうち、今年度に完了する施設
も含め10施設の耐震補強工事が完了しています。
　平成２８年３月に改定された「宝塚市耐震改修促進計画」では、
耐震化の目標として平成３２年度に「市有建築物の耐震化率を
100％とすることを目指します。」と記載されています。しかしなが
ら、残る６施設については工事実施時期が未定となっており、現
時点では目標の達成が困難な状況ではないかと考えます。
　厳しい財政状況であることは理解できますが、市民が安心して
施設を利用できるよう、予算確保に努め、前倒しでの実施も含め
計画年度内の完成を目指し取組を進めてください。

　市民が安心して施設を利用できるよう、計画年度内の
耐震補強工事の完成を目指し、引き続き予算確保に努
めます。

30 定期監査 41 市民交流部 窓口サービス課

サービスセンター・
サービスステーション
について
（１）サービスセン
ター・サービスステー
ションのあり方の検討
について

　サービスセンター・サービスステーションのあり方の見直しにつ
いては、「宝塚市行財政改革推進委員会第２次提言書」（平成２
２年８月）において、「売布神社駅前及び仁川駅前のサービスス
テーションの２箇所を当面の間、休止とするべきこと。」との提言
がなされ、これを受けて平成２４年２月に「宝塚市行財政改革推
進委員会の提言に係る対応方針」がまとめられ、その中で「存続
を前提に、公共施設を含めた機能やサービス内容の充実に向け
て検討を進める。」とされました。
　しかしながら、平成２２年に提言を受け、平成２４年に存続を前
提とする対応方針が打ち出されてから６年以上経過しているにも
かかわらず、充実に向けた具体的な方策が未だ打ち出されず、
現在もあり方の調査・検討を行っている状況となっています。
　今後はスケジュールも明確にした上で、サービスセンター及び
サービスステーションのあり方に係る調査・検討を進めるよう努
めてください。

　サービスセンター及びサービスステーションのあり方
については、平成３０年１２月及び平成３１年１月に窓口
サービス課、サービスセンター及びサービスステーショ
ンにおいて、「窓口業務の改善に係るアンケート」を実
施し、市民の利用実態を調査したところです。
　今後、当該アンケート結果の分析を進めるとともに、
公共施設保有量最適化の動向も踏まえつつ、スケ
ジュールを定め、サービスセンター及びサービスステー
ションのあり方について引き続き総合的に検討を進めて
いきます。

30 定期監査 42 市民交流部 窓口サービス課

サービスセンター・
サービスステーション
について
（２）サービスセン
ター・サービスステー
ションにおける職員配
置及び応援体制につ
いて

　売布神社駅前サービスステーションにおいては、常時３人の出
勤体制にすることができない状況となっています。出勤人数が２
人となってしまう場合、各所長から応援要請を受けた窓口サービ
ス課が「プール臨時職員」に応援要請を依頼することとなってい
ますが、実際には窓口サービス課の臨時職員等を派遣せざるを
得ない状況となっています。
　また、現在４箇所のサービスセンター・サービスステーションに
おいて、数人の休職者が発生しており、その代替職員としても窓
口サービス課からの応援職員または臨時職員が充てられている
状況となっています。
　このような状況を鑑みるに、職員の派遣元となる窓口サービス
課においては、職員数の減少及び各サービスセンター・サービス
ステーションとの調整等に起因する本庁窓口業務のサービス低
下が懸念され、また各サービスセンター・サービスステーションお
いても、派遣職員の業務の習熟度によっては証明発行等におけ
る事務処理ミス等も懸念されます。所管課においては、現在行わ
れているサービスセンター・サービスステーションのあり方の検討
とあわせて、サービスセンター・サービスステーションにおける人
員配置・応援体制についても検討を行い、必要であれば人事当
局とも協議を行うなど、市民に安定したサービスを提供できる体
制づくりに努めてください。

　現在、行っているサービスセンター・サービスステー
ションのあり方の検討と併せて、サービスセンター・サー
ビスステーションにおける人員配置・応援体制について
も検討を行っています。人事当局との協議も行ってお
り、引き続き市民サービスの向上につながるような仕組
み・人員体制づくりに努めていきます。
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30 定期監査 43 市民交流部
国民健康保険
課

レセプト点検業務につ
いて

　レセプト点検実施による被保険者１人当たり財政効果額（平成
２９年度）の県下４１市町の平均は、内容点検251円及び資格点
検1,007円であり、本市はどちらも少し下回っています。
　レセプト点検業務の実施方法の見直しについては、「阪神間各
市のレセプト点検業務の委託状況は、業務の区分、人件費の割
合、委託の内容など多様であり、財政効果額にも差があるため、
兵庫県国民健康保険運営方針や実施自治体の効果を参考に、
業務負担の軽減も視野に入れながら、今年度から来年度にかけ
て検討を進めていく。」旨の説明を受けました。
　兵庫県国民健康保険運営方針においては、兵庫県国民健康
保険団体連合会が実施しているレセプト点検保険者支援事業の
積極的な活用や点検システムを導入している業者への事務委託
等、レセプト点検業務の効果的かつ効率的な実施が求められて
います。医療費適正化のためにも、費用対効果の観点を考慮し
つつ、レセプト点検の充実・強化に向けた取組を推進してくださ
い。

　レセプト点検業務については、現在は市直営で行って
いますが、今年度から広域化が始まり、兵庫県国民健
康保険運営方針の項目では、保険給付の適正な実施
として医療費適正化策の強化を図るよう取り組むものと
示されています。
　所管課としては、平成29年度の当該業務の内容点検
の効果額が県平均を下回り、効果額自体も下がってい
る状況を重く受け止めています。
　今後の医療費の適正化に向けて、効果額の向上を図
る方策として、同運営方針に基づき、県国保連合会の
研修会等も活用し事務の研鑽に努めていきます。また、
点検システムを導入している業者への委託について
は、市直営による費用対効果と比較を行い、実施自治
体での同効果も参考にしながら、今年度から来年度に
かけて具体的な検討を進めていきます。

30 定期監査 44 市民交流部 医療助成課
委託契約における情
報セキュリティ確保の
ための手続について

　「宝塚市情報セキュリティ対策基準を定める要綱」要綱第８条
第１項において、情報資産を取り扱う業務を事業者に委託する場
合は、情報資産の取扱い等に関して、同項各号に掲げる事項を
契約書に明記しなければならない旨が規定されています。このこ
とを踏まえ、各委託契約において定められた情報セキュリティ対
策関連の手続の実施状況について確認を行いました。
　福祉医療費受給者証印字等業務委託契約においては委託業
務従事者として責任者１人の署名捺印があったのみ、後期高齢
者医療保険料決定通知書等印字等業務委託契約については個
別の従事者の誓約書はありませんでした
　次に、福祉医療費受給者証印字等業務委託契約に係る各契
約書（いずれも第２５条第３項）及び共通仕様書４（６）に記載され
た立入検査の実施について、平成３０年度の実施状況を確認し
ましたが、福祉医療費受給者証印字等業務委託契約及び後期
高齢者医療保険料決定通知書印字等業務委託契約のいずれ
も、検査を必要とする特段の事象がなかったことや、過年度にお
いて同じ業者に委託した際に実施していることから、改めて行う
必要を認めなかったとの理由により実施されていませんでした。
　いずれの契約上も、立入検査の実施は任意とされており、毎年
度の実施は必須ではありませんが、一旦流出した個人情報を回
復することは困難であることから考えると、適宜、立入検査を実
施するよう努めてください。

　秘密保持にかかわる誓約書については、要綱の規定
により受託者に提出を求め収受しました。立ち入り検査
についても、本年１月８日に実施し、受託者において個
人情報が適正に管理されていることを確認しました。
　今般の指摘事項を踏まえ、情報セキュリティ規則等の
遵守に努めてまいります。
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30
財政援助団
体等監査

45
選挙管理委
員会事務局

選挙事務に係る職員
の安全・健康管理等
について

　平成２９年度の衆議院議員選挙執行日の前日、川西市選挙管
理委員会事務局職員が勤務中に公用車で死亡事故を起こすと
いう事案が発生しました。この事故の背景には、職員の膨大な時
間外勤務及び連続勤務による過労があったのではないかと問題
視されています。
　平成２９年度に執行された本市での選挙を見てみると、全ての
事務局職員においてかなりの時間外勤務が発生しており、また、
土日も含めた長期の連続勤務が多く行われていました。
　選挙期間中の本市の職員の超過勤務や休暇取得状況を鑑み
るに、川西市のような事故がいつ起こっても不思議ではない状況
にあると考えます。川西市の事故については、本人はもとより上
司も、道路交通法において「運転者に十分な休養を取らせず正
常運転できないおそれがある状態で運転することを命じ、または
容認してはならない」とされている過労運転下命の容疑で書類送
検されていることからも、本市において何らかの対策を検討する
べきだと考えます。
　川西市の事故を踏まえて、本市においても職員の健康管理や
安全対策を講じる必要があると考えます。選挙期間中における
職員の増員による負担軽減はもとより、勤務状況を見ながらロー
テーションで休暇を取得する、車等の運転を極力控え、タクシー
等を利用するなど、職員の安全と事故防止についての対策を早
急に検討してください。

　下記のとおりの措置を実施した。
１　平成３１年は、統一地方選挙及び参議院議員通常
選挙が執行される予定であり、事務局職員の増員につ
いて従前から担当部局に要望していた。結果、平成３１
年１月１日付けで職員２人が新たに配置され、定数条例
に定められている上限の１０人態勢となった。
２　選挙における事務分担において、項目ごとに主担当
と副担当の２人以上を充て、特定職員に過重な負担が
掛からないようにするとともに、休暇を取得しやすい環
境を整えた。同時に、経験的な知識の承継を図る。
３　平常時に、選挙事務に係る見直し、合理化に取り組
んだ。具体的には、省略できる手続等の精査、公印の
印影印刷や電子化の推進、ＩＣＴ技術を活用した事務の
自動化、省力化等である。
４　選挙準備事務について、平常時に着手可能なもの
（説明資料、契約仕様書、各種帳票の見直しや整理等）
は、可能な限り選挙準備が始まる前に実施した。
５　選挙準備期間において、関係部局、関係者・団体等
の連絡調整及び前倒しが可能な事務については、極力
早い時期から取り組むこととし、事務量の時間的な平準
化を図る。
６　一時的に大量の事務が発生する際には、事務局内
での協力態勢を強化する。
７　時間外勤務及び休日等の勤務並びに休暇の取得
等については、当然、所属長が把握しているが、それら
をリアルタイムに、かつ、総括的に把握し、職員間の負
担の調整を図るため、出勤状況等総括表（添付資料１）
にて、管理職も含めて勤務状況等の「見える化」を図
る。
８　公用車の運転等の危険を伴う業務を削減するため、
期日前投票所の巡回などの一部業務について、タク
シーの利用を検討する。
９　職員の健康状態については、常に所属長が把握す
べきであるが、同時に、職員に対し、心身の負担を感じ
るときは、早めに相談するように促す。



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
財政援助団
体等監査

46 社会教育部

スポーツ振興課
（たからづか花
屋敷スポーツラ
イフグループ関
係）

夜間照明施設につい
て

　平成２９年度に設置された夜間照明施設は当初はリース予定
でしたが、実際には５年の分割購入となっていました。分割購入
に変更された経緯について、「分割購入にした方が、総支払額が
安価になると指定管理者が判断したためである。」旨の説明を受
けましたが、この判断に際し、分割購入による課題等、所管課が
適切に関わっていたか疑問が残ります。
　また、割賦販売契約上、分割支払終了後の照明施設に係る所
有権が当該企業に帰属することについて、「指定管理者側は市
に寄附することを前提に協議したい。」旨の説明を受けましたが、
覚書等は交わされておらず、状況等の変化によっては協議が不
調に終わる可能性も残されています。
　さらに、分割支払期間が現在の指定管理期間３年を上回る５年
となっており、３年後に指定管理者が変更となった場合の契約の
取扱いについて、「現在の分割購入契約を新しい指定管理者に
引き継げるようメーカーと協議している。」旨の説明を受けました
が、そもそも分割支払期間を５年に決定する前に、解決しておく
べき課題ではなかったかと考えます。
　今後、速やかに指定管理者と協議を行い、夜間照明施設の権
利関係等を明確にするとともに、文書等により関係者間で確認す
るよう努めてください。

　夜間照明施設につきましては、今年度末（平成３１年３
月末）までに、指定管理者を構成する代表企業と市に
おいて、所有権について覚書等を交わします。分割販
売契約途中での指定管理者変更による契約引き継ぎ
等につきましては、照明設置業者と指定管理者との協
議後に市と協議し、新しい指定管理者が分割販売契約
を引き継げるように求めていき、文書等で交わすように
していきます。

30
財政援助団
体等監査

47 社会教育部

スポーツ振興課
（たからづか花
屋敷スポーツラ
イフグループ関
係）

施設利用状況等につ
いて

　平成２９年度から指定管理者が変更になったことを踏まえ、花
屋敷グラウンドの利用状況（利用率）の確認を行いました。
　まず、テニスコートの利用率については、前年度と比較して
7.6％低下していました。
　また、自主事業で行っている各種スクール等については、当
初、事業計画書において見込まれていた自主事業収入
8,200,000円に対し、決算額は3,322,650円と大幅に下回る結果と
なっていました。
　市立スポーツ施設の指定管理は、平成２８年度までは宝塚市
スポーツ振興公社１者で行われていましたが、一部施設の公募
化に伴い、平成２９年度にたからづか花屋敷スポーツライフグ
ループ（花屋敷グラウンド）が加わり、平成３１年度からは宝塚ウ
エルネスライフグループ（高司グラウンド及び売布北グラウンド）
が加わることとなります。
　所管課においては、各指定管理者が行う利用者増加に向けた
有効な取組について、宝塚市スポーツ振興公社も含めた指定管
理者間で情報共有できるような体制づくりに取り組み、各スポー
ツ施設が市民に積極的に活用されるよう努めてください。

　テニスコートの利用状況につきましては、利用者に気
持ちよくコートを使用していただくため、日頃から環境整
備に注意して運営するよう、所管課から指定管理者へ
指導していきます。
　自主事業につきましては、立地条件や利用状況の把
握において、計画時との乖離が大きかったため、達成
できていない状況にあります。今後も当初の計画を少し
でも実現し、市民サービスの向上並びに利用者及び収
入の増加へ繋がるよう、所管課も協力し、指定管理者と
一緒になって施設を管理運営していきます。
　また、利用者の立場や目線に立ったあらゆるサービス
向上への積極的な整備や投資に関しては、市内の他の
施設でも有効な取組が多いことから、所管課から他の
指定管理者に提供し、実施するよう働きかけていきたい
と考えています。



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
財政援助団
体等監査

48 健康福祉部
障害福祉課
（各団体共通関
係）

地域活動支援セン
ター補助金における
利用人員要件の明確
化について

　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
綱第４条第２号において、センター要件として１月当たりの実利
用人員が概ね１０人以上と規定されており、これに基づく宝塚市
地域活動支援センター等補助金申請書（実績報告書）記載要領
では、申請時の要件として、「補助金申請時点での利用予定人
員が１０名以上であること。（ただし、利用予定人員が８名以上１
０名未満でも地域活動支援センター補助金を申請できます）」とさ
れています。
　この「８名以上」とは、交付要綱に記載している「概ね１０人以
上」という規定を、記載要領で明確にしたものですが、記載要領
では、「申請時点で月平均の利用人員が８人未満の場合は、申
請を受理しません。」としつつ、「年度終了後に、結果として月平
均の利用人員が８人未満となった場合は、補助金の返還を求め
ることがあります。」としていますが、所管課からは、「８人未満と
なった場合の返還等についての基準的なものは現時点では作成
していない。」旨の説明を受けました。
　「概ね１０人以上」という交付要綱記載の基準を、記載要領で
「８名以上」と明確にした以上、その基準は守られるべきものであ
り、「返還を求めることがあります」という曖昧な表現は、せっかく
人数要件を明確にしたにもかかわらず、補助金の返還義務を不
明確なものにしています。
　所管課においては、利用人員要件の基準について明確な表現
に改めるとともに、事業所に周知を徹底するよう努めてください。

　平成31年1月4日に各事業所に対し、次年度より、実
績報告時点で利用者が8人を下回った場合は補助金の
返還を求める旨を通知しました。また、補助要綱につい
ても、明文化するよう修正します。
　また、利用者が8人を下回る見込みの事業所について
は、次年度の利用者の見込み増が明らかでない場合
は、申請を受け付けない旨、個別に指導しています。

30
財政援助団
体等監査

49 健康福祉部
障害福祉課
（各団体共通関
係）

地域活動支援セン
ター補助金における
利用人員に算入でき
る併用者の算定基準
について

　利用者が日中活動系サービス等他の支援制度との併用を希望
する場合には、所管課が週単位の個別支援計画等を基に、地域
活動支援センター等での支援内容が代替不能で計画的であるこ
とを確認した上で承認することとなっています。
　補助金の交付対象となる利用人員の算定において、１つの地
域活動支援センターのみ利用する場合は、月平均５日以上又は
年間60日以上の利用で利用人員１人として算入しますが、併用
者については所管課からの通知により、週当たりの利用予定日
数に応じて按分して利用人員に算入することができます。
　例えば、個別支援計画において週１日利用予定の併用者につ
いては、実際の利用日数が月１日であっても利用人員0.2人とし
て算入できることになります。補助金の交付においては、月ごと
に利用人員を集計していますが、利用人員は小数点以下の端数
を切上するため、週１日利用の併用者が１人のみ含まれる場合
は、0.2人ではなく１人として算定されることになり、制度的な矛盾
が生じているように思われます。
　また、併用者が他の支援制度を利用している実態については、
所管課で確認しておらず、個別支援計画に基づく計画的な支援
となっているか懸念されるところであり、適宜把握する必要があ
ると考えます。
　所管課においては、併用者にとってより効果的な支援となるよ
う、当該制度の在り方及びその運用について、実態を踏まえつつ
検討してください。

　日中活動系サービス等との併用に関する運用につい
て、近隣市での取り扱いの聞き取りを行いました。取り
扱いが異なる市もありましたが、複数の市が本市と同じ
運用をしている旨の回答でした。
　聞き取り結果から、当課としては併用者の運用はその
ままとしますが、他の日中活動系サービスの実績を把
握し、安易な併用とならないよう指導していきたいと考
えています。



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
財政援助団
体等監査

50 子ども未来部
子育て支援課
（三光事業団関
係）

宝塚市地域小規模児
童養護施設運営助成
金について

　助成金交付申請書には、「24時間電話相談対応、子育て家庭
ショートステイ、子育て緊急一時保護等児童虐待対応の子育て
支援活動を行う」と記載されていますが、助成金交付決定通知書
には、「①24時間対応の子育て電話相談の対応、②24時間対応
の悩みの電話相談（子ども専用）の対応、③子どもの一時避難
事業に係る児童の受入れ」の３つの事業を行うこととされ、交付
申請書及び交付決定通知書に記載されている事業名称が異
なっていました。
　また、平成２９年度の実績報告書に記載された電話相談受理
件数と毎月所管課に報告されている電話相談受理件数が一致し
ていないことについて、三光事業団側が誤って実績報告書に平
成２９年度末ではなく平成３０年１月末時点の件数を記載してい
たことが判明しました。
　以上のことから、助成金の交付条件である付加機能は、具体
的な仕様や条件、報告や確認の方法について明確にされないま
ま実施されていた様子がうかがえます。
　付加機能の実施に当たっては、毎年市及び三光事業団で協議
を行っているとのことですが、今後所管課において要綱の改正を
行い、付加機能の実施に関して明記することで、業務仕様や実
施条件を明確化して共有し、双方が共通理解を持って助成対象
事業が実施されるよう事務改善を図ってください。また、その際に
は、事業の見直しや再精査が行えるよう要綱に終期を設定し、助
成額の積算方法等についても整理を行ってください。

　助成金の交付申請書と交付決定通知書に記載されて
いる子育て支援活動の名称や内容が違っていることに
ついては、適正な内容に修正した申請書を再提出して
いただきました。同様に実績報告書に記載された電話
受理件数についても修正し、再提出していただきまし
た。
　要綱については具体的な仕様も含めて付加機能の実
施に関して明記する改正を平成31年度中に行うととも
に、終期を設定し、助成額の積算方法についても整理
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。


