
 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ３８ 

時 期  平成３０年１２月１４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  広報課 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

当該委託契約（平成２９年度）の概要は下記のとおりでした。 

 契約方法：特名随意契約 

 委託先：エフエム宝塚 

 委託単価：定期番組５分あたり 3,450 円、特別番組５分あたり 3,450 円、 

      ＣＭ放送２０秒あたり 1,600 円 

 委託期間：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 決算額：55,080,810 円 

委託単価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（10 分 23,000 円）を考慮して委託料の単価を設定し

ている。また、阪神間各市の放送委託料と単純比較するのは難しいが、本市の委託

単価が必ずしも高いとは言えず、妥当であると認識している。」旨の説明を受けま

したが、確かに委託単価 3,450 円は上記の単価（5分換算で 11,500 円）を下回って

はいるものの、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、仕様書において定期番組の年間の放送時間は概ね 1,109 時間 55 分、特別

番組は概ね 79 時間 40 分とされているにもかかわらず、特別番組の放送実績（93

時間）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。予算の範囲内で行っ

ており適正であるものと考える。」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。 
 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

  

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。 

（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 ３９ 

時 期  平成３０年１２月１４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  広報課 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

本市では、市政情報及びイベント等を題材とした番組を制作する業務をエフエム

宝塚に委託しています。直近５年間における決算額及び制作本数の推移は次表のと

おりです。 

  

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、見直しの

方向性が「一部廃止・縮小」に分類され、「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。上表によれば、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す。実際には広報番組とインターネット中

継の単価は異なっているものの、平均単価の上昇が生じている理由について、「近

年は仕様書において収録パターンを提示することで、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「知ってよ！宝塚」と題し、動画サイト「YouTube」

で公開されていますが、平成２９年度における再生回数を確認したところ下表のよ

うになっていました。 

 

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、「YouTube」で公開することにより、世界中に情報発信でき

るとともに、イベント収録では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、上記の動画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。 

 

 H29 H30

3,153,600 2,268,000

12 6

広報番組 12 6

インターネット中継 未実施

262,800 378,000

※H30は予算額

23 18 12

決算額（円）※

番組制作本数（本）

番組制作単価（円）

31 24 14

3,581,712 2,940,840 2,587,680

8 6 2

115,539 122,535 184,834

H26 H27 H28

 動画再生回数

（H30.11.13現在）

平成29年4月 チームたからづか 737回

平成29年5月 平成29年春巡業 大相撲宝塚場所 1,179回

平成29年6月 西谷のお酒「乙女の舞」ができるまで 460回

平成29年7月 岡崎慎司選手 宝塚市凱旋イベント 1,198回

平成29年8月 ジャパン碁コングレス2017 in宝塚 541回

平成29年9月 救命講習を受講しませんか？ 522回

平成29年10月 みんな集まれ！自然とアートの秋フェスタ 289回

平成29年11月 宝塚市・松江市姉妹都市提携50周年記念式典 842回

平成29年12月 宝塚市子どもの権利サポート委員会 877回

平成30年1月 新春対談 囲碁棋士井山裕太×宝塚市長中川智子 837回

平成30年2月 待望の第一期開館 宝塚市立中央公民館 1,009回

平成30年3月 手話への理解と手話の普及のために 991回

年度 放送内容



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

 

 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。 

（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 ４０ 

時 期  平成３０年１２月１４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  市民協働推進課 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

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。 

 

（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 ４１ 

時 期  平成３０年１２月１４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  窓口サービス課 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

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２２年８月１８日）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。」との提言がなされました。 

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。」とされましたが、実施又は検討する場合の期

日は明記されませんでした。 

その後、平成２４年１１月に「宝塚市総合窓口業務の充実に関する調査検討会」

が設けられ、平成２７年３月に報告書がまとめられましたが、その中で「サービス

センター及びサービスステーションにおける更なるサービスの充実」が掲げられて

いることから、充実策の検討状況を確認したところ、「効果が出ている取組として

はブックポストの設置があげられるが、スペース等の制約により他の有効な対策は

とれていない。」旨の説明を受けました。 

さらに、平成２９年度全事務事業の見直しの中においても、「各サービスセンタ

ー、各サービスステーションのあり方の検討を行う。」とされていますが、検討状

況について、「現在、利用状況や運営上の課題等について調査・検討をすすめてい

る。」旨の説明を受けました。 

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。これは、

実施・検討期限が明確に定められていないため、所管課における対応が後回しにな

っている結果なのではないかと推察せざるを得ません。 

このことについて、「遅くとも年度内には基本方針を示せるのではないかと考え

ている。」旨の説明を受けましたが、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。   

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

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１
２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。 

（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 ４２ 

時 期  平成３０年１２月１４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  窓口サービス課 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

本市におけるサービスセンター・サービスステーションの職員配置を確認したと

ころ、次表のとおりでした。 

  

売布神社駅前サービスステーションにおいては職員配置数が３人となっていま

すが、週４日勤務の職員が２人いるため、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。このことについて、「休暇取得や再任用職員の週４日等の

勤務から、業務的にも支障が出ることが多く、臨時職員の増員や窓口サービス課か

らの応援で対応している。」旨の説明を受けました。 

窓口サービス課が作成したマニュアル「窓口業務にかかる危機管理対応について

～個別事案編～」によれば、３人配置のサービスステーション職場で出勤人数が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」（登録制）に応援要請を依頼することとなっています。しかしながら、現

在登録しているプール臨時職員４人のうち、３人は勤務地が西谷サービスセンター

に限定され、残りの１人も長尾サービスセンターもしくは中山台サービスステーシ

ョンに限定されているため、実際には窓口サービス課の臨時職員等を派遣せざるを

得ない状況です。 

さらに、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。 

 

 

正規 再任用 臨時 計

長尾サービスセンター 4 1 5 10 8～10

西谷サービスセンター 1 1 2 4 3～4

雲雀丘サービスステーション 2 1 1 4 3～4

宝塚駅前サービスステーション 3 1 3 7 5

中山台サービスステーション 0 3 1 4 3

売布神社駅前サービスステーション 0 2 1 3 3

仁川駅前サービスステーション 1 1 2 4 3

（平成３０年１１月１日現在）

職員配置 出勤体制

（平日）

（単位：人）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

 

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。 

（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 ４３ 

時 期  平成３０年１２月１４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  国民健康保険課 

項 目 レセプト点検業務について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市では、国民健康保険被保険者のレセプト（診療報酬明細書）の点検について

は、直営で実施していますが、阪神間各市のレセプト点検業務の実施状況（平成３

０年度）は次表のとおりです。 

 

 

 

 

また、レセプト点検実施による阪神間各市の被保険者１人当たり財政効果額（平

成２９年度）は次表のとおりです。 

 

 

 

 

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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

 

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。 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 

尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 川西市 三田市 宝塚市
内容点検 直営 委託 委託 委託 委託 直営 直営
資格点検 直営 委託 直営 直営 委託 委託 直営

柔道整復師他 委託 委託 直営 委託 委託 委託 直営

尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 川西市 三田市 宝塚市
内容点検 302円 346円 382円 226円 213円 277円 250円

資格点検 1,598円 1,380円 1,251円 1,486円 879円 637円 888円

（注）柔道整復師他による財政効果額は把握していません。



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ４４ 

時 期  平成３０年１２月１４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  医療助成課 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

医療助成課においては、福祉医療費受給者証、後期高齢者医療保険料決定通知書

等に係る印字業務、封入封緘業務等を業者に委託しています。これらの業務はいず

れも市民の個人情報を取り扱うものであり、適切なセキュリティ対策を講じること

が求められます。 

本市では、宝塚市情報セキュリティ規則第９条の規定に基づき、情報セキュリテ

ィ対策の統一的な基準を示すものとして「宝塚市情報セキュリティ対策基準を定め

る要綱（以下「要綱」という。）」を制定しています。要綱第８条第１項においては、

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を規定していま

す。 

今回、「平成３０年度福祉医療費受給者証の印字に係るプログラム及び外字作成

業務委託」契約、「平成３０年度福祉医療費受給者証印字業務委託」契約及び「平

成３０年度福祉医療費受給者証封入封緘業務委託」契約（以上の３契約をまとめ、

以下「福祉医療費受給者証印字等業務委託契約」という。）、「（年次）後期高齢者医

療保険料決定通知書等印字業務委託」契約、「（年次）後期高齢者医療保険料決定通

知書等封入封緘業務委託」契約、「（月次）後期高齢者医療保険料決定通知書等印字

業務委託」契約、及び「（月次）後期高齢者医療保険料決定通知書等封入封緘業務

委託」契約（以上の４契約をまとめ、以下「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」という。）について、要綱第８条第１項を受け、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しま

した。 

まず、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２項）及び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おける

「後期高齢者医療封入封緘業務委託【共通】仕様書（以下「共通仕様書」という。）」

４（２）に記載された受託者及び業務従事者からの秘密保持に係わる誓約書の提出

状況を確認しましたが、いずれの委託業務とも、受託者の代表印が押印された誓約

書が提出されていました。しかしながら、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。秘密保持に係わる誓約書については、要綱上「受託者及び業務

従事者の連署」であることが求められています。責任者を含めた当該業務に従事す

る従事者が誰であるかを特定し、その上でこれら従事者からの誓約書の提出を求め

るようにしてください。 

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３

０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とも、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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

 

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。 

（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 ４５ 

時 期  平成３０年１２月１４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  選挙管理委員会事務局 

項 目 選挙事務に係る職員の安全・健康管理等について 

監査結果（意

見等）の内容 

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。１０月２２日執行の衆議院議員選挙における時間外勤務につい

ては、９月２日から１０月２２日の選挙執行当日までの間に最も多い職員で193時

間30分、連続勤務については、最も長い職員で９月１９日から１０月２２日まで34

日間連続で勤務していました。 

所管部署からは、「時間外勤務の縮減や連続勤務の緩和、職員の負担削減と体調

管理に関する具体的な対策は、今のところ検討できていない。」旨の説明を受けま

したが、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。 

平成３１年度には、幾つかの選挙が予定されています。川西市の事故を踏まえて、

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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

選挙時において、一時的に膨大な時間外勤務及び連続勤務が発生することを抑制
するため、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。 

                                      （添付資料） 

１ 出勤状況等総括表 

２ 

３ 



（添付資料１）

勤務状況等総括表

１　出勤状況及び休暇等の取得

氏名 3月1日 （金） 3月2日 （土） 3月3日 （日） 3月4日 （月） 3月5日 （火） ・・・

Ａ

Ｂ

Ｃ

※　休暇の取得状況を記入する。
※　勤務を要しない日及び休日（着色セル）に出勤したときは、「出勤」と記入する。
※　その場合、勤務した時間を、２の表に記入する。

２　時間外勤務状況（上段：当日の時間外勤務時間、下段：累計時間数（自動計算））

氏名 3月1日 （金） 3月2日 （土） 3月3日 （日） 3月4日 （月） 3月5日（火）・・・

3時間 00分 10時間 30分 10時間 30分 11時間 45分 14時間 15分

2時間 45分 2時間 45分 2時間 45分 6時間 00分 8時間 30分

1時間 30分 1時間 30分 4時間 30分 7時間 00分 10時間 00分

※　時間外勤務を行ったときは、上段に時間数を記入する。

Ａ

Ｂ

Ｃ

7:30

1:30 0:00 3:00 2:30 3:00

2:45 0:00 0:00 3:15 2:30

0:00 1:15 2:30

出勤

0.1休(9:00～
10:00)

0.4休(AM)

3:00

出勤



 

 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ４６ 

時 期  平成３０年１２月１４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  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） 

項 目 夜間照明施設について 

監査結果（意

見等）の内容 

宝塚市立花屋敷グラウンドにおいては、平成２９年度に夜間照明施設が設置さ

れ、夜間でも多目的グラウンドが利用できるようになりました。 

この夜間照明施設は当初はリース予定でしたが、当該契約書を確認したところ、

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、

「予算時には、所管課と指定管理者との協議の上、リースでの設置としていたが、

照明設置業者と指定管理者との協議により、リース業者を間に入れずに分割購入に

した方が、総支払額が安価になると判断したためである。」旨の説明を受けました

が、指定管理者の判断に際し、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、分割購入に係る割賦販売契約は照明設置業者と指定管理者を構成する代表

企業との間で交わされており、契約書上、分割支払終了後、照明施設の所有権が当

該企業に帰属することとなることについて、「指定管理者側は照明施設を花屋敷グ

ラウンドに残すべきと考えており、市に寄附することを前提に協議したい旨の報告

を受けている。」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年となっていました

が、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、「次期指定

管理者公募時の募集要項及び仕様書において、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、所管課においては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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

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。 

 （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 ４７ 

時 期  平成３０年１２月１４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  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） 

項 目 施設利用状況等について 

監 査 結 果

（意見等）

の内容 

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。この理由について、「平成２９年度末にテニスコートの砂を整備したところ利用

者が増加したことから、テニスコートの砂が少なかったことが原因だったのではな

いかと考えている。」旨の説明を受けました。 

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。このことについて、「当初は30講座程度開講する予

定であったが、主にフィットネスレッスンの集客に苦戦し、そこまで開講できなか

った。」旨の説明を受けました。 

一方で、上記で述べたテニスコート利用や自主事業講座の利用状況に課題が見ら

れたものの、指定管理者の提案によって行われた夜間照明施設の設置（利用時間の

延長）や通信施設サービス（Wi-Fi）の設置などの取組効果により、多目的グラウン

ドの利用率は向上し、利用者数も平成28年度26,673人から平成29年度156,292人へと

大幅に上昇しました。これらの取組による結果は大変評価できると考えます。また、

利用者増加に伴う周辺地域の交通量増加問題に対しても、送迎車の導入や周辺住民

との協議を行うなど、解決に向けた姿勢がうかがえます。 

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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・

内容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

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。 

（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 ４８ 

時 期  平成３０年１２月１４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  障害福祉課（各団体共通関係） 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

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（以下「交付要綱」

という。）第４条第２号（センター要件）において、１月当たりの実利用人員が概

ね１０人以上と規定しており、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（以下「記載要領」という。）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１０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）」としています。 

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。一方、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。 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

 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。 

（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 ４９ 

時 期  平成３０年１２月１４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  障害福祉課（各団体共通関係） 

項 目  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 

監査結果（意

見等）の内容 

地域活動支援センター利用者に対し、より効果的な支援を行うため、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、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、次表のとおり、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。 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

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。 

 （添付資料） 

１ 

２ 

３ 

個別支援計画での

利用予定日数

補助金の交付対象

となる利用人員数

週４日 0.8人

週３日 0.6人

週２日 0.4人

週１日 0.2人

併用者算定基準

実際の利用日数が月平均４日以上

実際の利用日数が月平均３日以上

実際の利用日数が月平均２日以上

実際の利用日数が月平均１日以上



 

監査結果（意見等）事項整理票 

 

 

整理番号 

年度 番号 

３０ ５０ 

時 期  平成３０年１２月１４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  子育て支援課（三光事業団関係） 

項 目 宝塚市地域小規模児童養護施設運営助成金について 

監査結果（意

見等）の内容 

本市では、24時間対応の子育て電話相談やショートステイに対する市民ニーズの

高かったことから、これらを併せて実施することができる児童養護施設が市内に必

要であるため、施設用地を無償貸与し、建設費及び設備費を助成するとともに、施

設の運営費に対して一定の助成を行う条件で社会福祉法人を募集し、平成１４年１

１月に「御殿山ひかりの家」を誘致整備しました。 

設置運営主体である三光事業団に対しては、24時間対応の子育て電話相談、24時

間対応の悩みの電話相談（子ども専用）、子どもの一時避難事業の付加機能への対

応も含め、運営の安定を図るために宝塚市地域小規模児童養護施設運営助成金（以

下「助成金」という。）を交付しています。この助成金は、宝塚市地域小規模児童

養護施設運営の助成に関する要綱（以下「要綱」という。）に基づき支出されてい

ますが、要綱には上記３つの付加機能についての記載はありません。 

また、三光事業団から提出された平成２９年度の助成金交付申請書には、「付加

機能として、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、市から三光事

業団に通知された平成２９年度の助成金交付決定通知書には、交付条件として、「付

加機能として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

事業を行うとされています。 

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ること

について、所管課及び三光事業団に確認したところ、「子育て家庭ショートステイ

事業については、現在は児童の受入れごとに委託料が支払われる委託事業であり助

成対象事業ではなくなったこと、その他の事業名称の違いについては、変更前の交

付申請書の書式がそのまま使用されており、変更前の事業名称が残っていることに

気が付かなかった。」旨の説明を受けています。 

さらに、三光事業団から提出された平成２９年度の実績報告書に記載された電話

相談受理件数は毎月所管課に報告されている電話相談受理件数と一致しておらず、

所管課及び三光事業団に確認したところ、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。 

 



 

 

※ 

措置結果又

は方針の内

容（時期・内

容等） 

平成３１年３月１５日 措置通知 

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。 

 

（添付資料） 

１ 

２ 

３ 


