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4 教育委員会 スポーツ振興課 生涯学習 87 結果
学校開放事業の内容の整理
について

　学校開放事業の中でシルバー人材センターが行っている業務には、校門の開閉
門や学校設備の安全管理等の管理事務があり、同事業の名目とは異なる学校管理
業務を実施していることから、市民への説明責任が十分に果たせていないおそれが
ある。市では、平成26年度より小学校については学校管理業務と学校開放業務を分
離し、別々に事業予算を充てているが、中学校は従前のとおり学校開放事業の予算
に含めて、学校管理業務を実施している。そのため、中学校についても学校管理業
務と学校開放業務とを明確に区分し、それぞれの目的ごとに事業を分離し、予算を
執行すべきである。

○
　平成27年4月から、中学校についても委託管理員の配置を見直したが、これに合わせて、予算上、学校
管理業務に係る費用と学校開放業務に係る費用を分離している。

改善済

7 教育委員会 学務課 学校教育 98 結果 支払証憑との照合について

　現在、市教育委員会は、各幼稚園の事業実施内容について、事業者からの請求
書や支払伝票、領収書等の証憑との照合作業を実施していない。
　助成金は、その成果が直接市に帰属しないため、各幼稚園の事業実施内容が本
来の助成目的に沿ったものであるかどうか把握することが困難であるため、少なくと
も実施報告書等と支払証憑を照合し、助成金支給の妥当性を担保する必要がある。

－
私立幼稚園教育振興助成金事業については、子ども子育て支援新制度実施に伴い平成26年度をもって廃
止した。

非改善決定

8 教育委員会 学務課 学校教育 98 結果
事業報告及び決算内容の誤り
について

　C幼稚園の実施報告書等について、領収書等との照合を行った結果、当初実施報
告書等の提出時点では決算額が763千円となっていたが、監査人が証憑等を依頼し
たことで、決算内容に誤りがあったとして決算額を837千円に修正した実施報告書等
が再提出されている。
　実施報告書と支払証憑を照合していれば、上記事案は事前に防止できたと考えら
れるため、支払証憑との照合を徹底すべきである。

－
私立幼稚園教育振興助成金事業については、子ども子育て支援新制度実施に伴い平成26年度をもって廃
止した。

非改善決定

13 教育委員会 企画管理課 学校教育 118 結果
正確かつ網羅的な事務事業評
価の実施について

平成25年度の嘱託等人件費が急増したことについて、確認したところ嘱託等人件
費の明細からの集計漏れや一人当たり人件費を人件費総額と誤認したことが原因
であり、いずれも細心の注意を払っていれば、容易に発見・防止できたと考えられ
る。
そのため、各担当者は数値の作成過程の検証を徹底するとともに、管理者は消込
作業が網羅的に実施されていること、及び事業内容と事業費の規模が整合している
かどうか確認することが必要である。
なお、平成24年度以前の事務事業シートは、既に市のホームページ等で公表され
ているため、市民への説明とともに、適時に訂正する等の対応が求められる。

○

「事務事業評価」の作成にあたっては、担当者が細心の注意を以って作業に当たると共に、管理者により
作業が正しく行われているかを再度確認するような作業工程の構築を、これまで以上に周知・徹底してい
く。
また、既に公表されている「事務事業シート」における誤りに関しては、修正を行い、公表した。

改善済

30 教育委員会 学務課 学校教育 151 結果 必要書類の入手漏れについて

申請書及び添付書類を閲覧したところ、在学証明書に押印が無いにも関わらず申
請が受理されているものが１件あった。
これは、申請時点で担当者は、押印が無い在学証明書であることを認識しており、
後日押印済の在学証明書を提出するよう申請者に求めていたが、その後の受領確
認を失念していたとのことである。
この点、市教育委員会では、高等学校に電話で確認し、生徒が在校していることを
確認しているとのことであるが、申請時の必須の提出書類であり、正式な書類を入
手するよう運用を徹底する必要がある。

○
在学証明書の押印漏れについては、正式な書類が提出されるまでは、申請書を受理しないよう課内で周
知徹底した。

改善済

33 教育委員会 学校教育課 学校教育 159 結果 実施報告書の未提出について

「こころの教育推進事業実施要項」によれば、講演会実施後、各校は２週間以内に
市教育委員会へ実施報告書を提出することとされているが、実施報告書を作成して
いない学校が２校存在した。
実施報告書は、講演会の成果を検証することで、今後の講演会の課題の明確化
や、事業費を有効活用されているかどうかの判断に資する重要な書類であるため、
学校は講演会の実施後速やかに実施報告書を作成及び提出を徹底し、市教育委
員会は、各校から提出される実施報告書が提出されていない場合は、学校に対して
提出を求めるべきである。

○
本事業に係る実施報告書の作成及び提出の必要性については、平成２６年度当初の事業説明会で周知
徹底を図った結果、全ての小・中学校から実施報告書が提出された。

改善済
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35 教育委員会 学校教育課 学校教育 167 結果
送迎バス運行計画の見直しに
ついて

送迎バスの運行業務委託に関する委託料は、年初の契約時点で市から提示され
る年間運行予定表に記載された運行予定日数に応じて決定されており、年度末にお
ける運行実績日数での委託費の精算は行われていない。
しかしながら、送迎バスの運行予定日数と運行実績日数に大きな乖離が生じてお
り、送迎バスが有効に活用されておらず運行１回あたりの委託料が割高となってい
る。
そのため、当初の運行予定を過去の実績等を勘案しながら精緻に計画し送迎バス
の効率的な運行及び実態に見合った委託金額とすべきである。
なお、運行業務の委託契約を実績精算にすることでも、同様の効果が得られると
考えられるため検討されたい。

○

送迎バスの業務委託契約については、過去の運行実績日数を勘案したうえで、適正な金額で執行できる
よう契約担当課に依頼し契約金額及び業者が決定しており、契約内容が総価契約であるため、実績精算
を必要としない条件となっているが、平成27年度契約から、過去の実績日数を反映させた運行予定表等を
明示することで、運行予定と実績に乖離が生じないよう努めた。

改善済

36 教育委員会 学校教育課 学校教育 170 結果
コーチング・スタッフ事業にお
ける報償金の過払いについて

コーチは、市からの委嘱によりコーチ業務を行い、その委嘱期間中の指導日数に
応じた報償金を受け取ることとなっているが、委嘱前の期間にも関わらず報償金を
支払っていた事例が存在した。
過払いが生じた原因は、コーチが誤って実施報告書に記載し、市担当者が実施報
告書の確認を怠ったために生じたものである。
そのため、報償金の支払にあたってはコーチが提出する実施報告書の内容、及び
報償金の支払額が正確であることの確認を徹底すべきである。
さらに、報償金の支払は委嘱期間に基づいて行われるべきであるため、過払い分
については、返金を求める必要がある。

－

書面上、委嘱前に行われてるように見えていたコーチ業務については、退職した前コーチに変わって急遽
委嘱した際、当該コーチや学校との連絡調整が十分に行き届いていなかったことにより、書面上定められ
ていない期間に行われたように見える業務であるが、実際に提出された報告書に記載されている内容につ
いては、双方合意の上で役務の提供を受けていたものであるため、役務の提供を受けた対価として支払っ
た報償金については法的に瑕疵はなく、返金を求める必要はない。
今後は、本事案を教訓として、学校と市教育委員会との連絡調整を密接に行うとともに、実績報告書の確
認及び報償費の支給事務に際しては、複数職員によるチェック体制を構築し、ミスを未然に防ぐよう徹底す
る。

非改善決定

39 教育委員会 学校教育課 学校教育 175 結果
振興委員会における現金出納
簿の整備について

各振興委員会は、市からの委託費で課外クラブの運営費の一部を賄い、年度末に
残額が生じた場合は、市に返金することとなっているため、各振興委員会の現金出
納管理は重要である。
ここで、各振興委員会との委託契約書では各振興委員会が現金出納簿を備えな
ければならないと規定されているが、実際には現金出納簿は作成されておらず、市
も特に指導を行っていなかった。
現金出納簿が作成されない場合、各振興委員会の資金使途が不明瞭となり、決
算額の信頼性や追跡可能性が著しく損なわれてしまう。
そのため、各振興委員会は現金出納簿を作成すべきであり、市でも各振興委員会
に対し、現金出納簿を作成するよう指導すべきである。

○
収支の確認を行うにあたっては、現金出納整理簿は不可欠であることから、各振興委員会において、共通
の書式の出納簿を作成した。

改善済

48 教育委員会 学校保健課 学校教育 199 結果
給食供給業者の衛生管理状
況の把握について

市は、給食供給業者に対して衛生管理に係る実施報告書の提出を求めておらず、
供給業者の衛生管理の状況も確認していなかった。
小学校給食と同様、定時制高等学校の給食でも校内で多数の生徒に対して給食
が提供されるため、食中毒事故を防止し、安心・安全な給食の実施を確保すること
が必要である。
そのため、市は給食供給業者に対して衛生管理に係る実施報告書の提出を求
め、給食供給業者の衛生管理状況を確認するべきである。

○
平成27年度より、給食供給契約書の中で、給食供給業者に対して衛生管理に係る実施報告書を提出する
よう明記したところであり、給食供給業者の衛生管理状況の確認に努めていく。
また、必要に応じて、供給業者の調理現場へ出向き、衛生管理状況の確認を行っていく。

改善済

50 教育委員会 学校保健課 学校教育 204 結果
事業委託に係る業務の完了確
認について

市が委託している健康診断業務において、受託機関から提出される業務完了報告
書の提出が著しく遅れていた事例があった。
学校保健安全法及び同施行規則において、健康診断は毎年６月末までに実施し
なければならないとされていることから、市も各受託機関の健康診断業務が６月末
までに完了していることを確認する必要がある。
そのため、市は、健康診断業務の完了後、全ての受託機関から業務完了報告書
が回収できているか確認すべきであり、提出が遅延している受託機関について速や
かに提出を求める等の対応が必要である。

○

市が実施している健康診断業務については、受託機関から業務完了報告書とは別に、健康診断結果一覧
表が市に提出されていたため、実務的には健康診断が完了していることを確認していたところである。しか
しながら、本来は業務完了報告書により業務完了を確認すべきであり、効率的に業務完了の確認を行う観
点も踏まえ、今後は受託機関に対して、すみやかに業務完了報告書を提出するよう指導を徹底していく。

改善済

66 教育委員会 園和小学校 学校応査 265 結果
学校給食費に係る会計帳簿の
整備について

学校徴収金は、会計担当者が出納簿を作成することとされているが、学校給食費
については出納簿が作成されていなかった。
同小学校は児童数が特に多いこともあり、振込による支払の他に、現金払いや、
要保護者給食費の市からの入金、及び援護認定による返金など出納の機会は多
く、事務処理が煩雑となっている。
さらに、給食費も学校徴収金と同様に保護者から徴収するものであるため、定期
的に帳簿残高と預金口座残高の一致を確認するなど給食費会計の透明性を高める
必要がある。
そのため、給食費についても帳簿(出納簿)を整備し、出納の都度、帳簿への記帳
を行う必要がある。

○
市教育委員会からの指導もあり、平成27年度より本校を含めた、全小学校、特別支援学校で、共通の書式
の出納簿を整備し、出納の都度、帳簿への記帳を実施している。

改善済
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69 教育委員会 中央中学校 学校応査 268 結果
学校徴収金の会計報告と出納
簿の不一致について

各学年の学校徴収金について、平成25年度の会計報告と出納簿の収支が一致し
ているか確認したところ、３件が不一致であった。
うち２件の不一致は、滞納者に係る就学援助費分の未記帳や、会計報告の収入
額を「１人当たり集金額×生徒数」で算出していること等が要因であり、結果的に会
計報告と出納簿の年度末残高は一致しており、また、預金口座残高とも一致してい
た。
しかしながら、学校徴収金事務取扱要項第９条に「すべての収支は、収支書類等
により処理することとし、処理のつど出納簿に記載すること」と定められており、事務
の処理状況、及び保護者等への説明責任を果たすよう出納簿には全ての収支が記
載することを徹底する必要がある。

○
学校徴収金の出納簿等の整備については、各学校にて収支がわかるよう作成している。
しかしながら学校により様式等が定まっておらず、記載方法も整理されていないため、共通の書式の出納
簿を作成し、全ての収支を記載するよう徹底した。

改善済

70 教育委員会 中央中学校 学校応査 269 結果
学校徴収金の会計報告と出納
簿の残高不一致について

平成25年度第１学年の副教材費・諸費は、会計報告と出納簿の収支が不一致で
あったことに加えて、その残高も不一致であった。
監査人の依頼に基づき市教育委員会が調査を行ったところ、転入生徒に係る副教
材の冊数変更による金額の誤り等の様々な原因により不一致となったとのことであ
るが、このような正確性を欠いた出納簿の管理をチェックできていなかった学校の体
制は著しく問題であると言わざるを得ない。
さらに、当該事案では出納簿に記載されていない手持現金31,052円(簿外資産)も
存在しているが、学校徴収金事務取扱要項第８条に、原則として金融機関に預金し
管理するとなっていることから、手持で現金を管理することは、明らかに不適切な事
務処理であったと言わざるを得ない。
以上より、本来あるべき金額による会計報告を保護者へ通知し、かつ、簿外資産
の出納簿への記載や差額の処理等について市教育委員会が協力し、適切な対応を
行う必要がある。

○

学校徴収金においては、教育委員会の事務指導において点検し、指導を行っている。
今回のような残高の不一致については、事務指導も学校でのチェックも不十分であったと考えられるため
今後は、学校の体制はもとより、学校への事務指導においても、収支がきちんとされているか、また保護者
への報告が正しくされているか確認するように体制を整えた。

改善済

71 教育委員会 中央中学校 学校応査 270 結果
学校徴収金の各出納簿への
適切な記載の徹底について

平成25年度第１学年の副教材費・諸費の支出項目の内訳を確認したところ、修学
旅行積立口座等への振替が記載されていた。
上記記載について、監査人の依頼に基づき市教育委員会が調査を行ったところ、
現金徴収を行ったものについて、とりあえずまとめて副教材費・諸費口座に入金し、
後日各徴収金口座に振替を行ったためであるとのことであった。
しかしながら、このような事務を行っていれば出納簿が管理できなくなり、正しい残
高を把握することが困難となることは、容易に想像がつくはずである。さらには、当初
出納簿の金額と修正後出納簿の金額が不一致であることから、他会計の入金額を
当該会計へ流用している、あるいは不正な着服等が行われているなどの、疑いを招
くおそれもある。
そのため、各学校徴収金は、それぞれの出納簿に適切に記載するよう徹底する必
要がある。

○

学校徴収金において、少数ではあるが保護者等の入金状況により、その場で対応しなければならない場合
がある。そのため、一時的に学年会計へ入金し、処理を行っていたものである。
一時的とはいえ、間違いを招くおそれもあるため、今後においては、詳細を示した領収書の作成に努め、出
納簿に適切に記載、管理するよう周知徹底した。

改善済

73 教育委員会 中央中学校 学校応査 271 結果
学校徴収金(生徒会費)の現金
保有について

学校徴収金事務取扱要項第８条において「学校における現金管理は必要最小限
の額とし、原則として、学校徴収金は金融機関に預金し管理すること」と規定されて
いるが、学校往査時(平成26年９月)に確認したところ、生徒会費に係る現金178,754
円が金庫に保管されていた。
当該現金は、前年度の生徒会費の繰越額であり、今年度使用予定であったため
金融機関に預け入れず、現金のまま保有していたが、結果的に長期間に亘って未
使用のまま保有し続けていたものである。
多額の現金を長期間保有し続けることは、盗難や横領等のリスクも高まるため、当
該現金は早急に金融機関に預け入れ、学校徴収金事務取扱要項に則った事務手
続を遵守・徹底する必要がある。

○
指摘にあるように、繰越額を使用予定ではあったものの、結果として長期にわたり現金を保有し続けてしま
い、口座に入金されてなかった。
現金保有については、使用予定であっても、口座に入金し、管理するよう周知徹底した。

改善済

74 教育委員会 中央中学校 学校応査 272 結果
備品現在簿と現物の不一致に
ついて

学校備品が、適切に保管・管理されている事を確認するため、現物及び備品現在
簿と照合を行ったところ、過年度に廃棄処理申請を行ったにも関わらず廃棄されて
いなかったため、備品現在簿に記載されていない事例が１件あった。
同中学校では９月に備品棚卸を実施しており、当該棚卸が適切に実施されていれ
ば、備品棚卸実施時点で備品現在簿と現物に相違があることが発見され、適切な処
理が行われていたはずであり、備品棚卸が適切に行われていないと言わざるを得な
い。
以上より、備品棚卸の適切な実施を徹底する必要があるが、棚卸漏れを防止する
ために、例えば廃棄処理申請が行われた現物に「廃棄」の貼紙をすること等の対策
を行うことが考えられる。さらに、年２回実施される備品廃棄時に廃棄処理申請され
た備品が、実際に廃棄されたかどうか確認する手続も合わせて行うことも必要であ
る。

○
指摘があった備品については、廃棄漏れだったため、廃棄し、今後このようなことがないよう、廃棄処理申
請が行われた現物に「廃棄」の貼紙をする等対策を行うとともに、備品確認を行うよう周知徹底した。

改善済

3



平成26年度包括外部監査指摘事項　措置状況一覧

連番 局名 指摘先 種類等 ページ 区分 指摘内容 指摘の概要
措置
状況

措置内容要旨 備考

75 教育委員会 若草中学校 学校応査 274 結果
学校徴収金の他会計への振
替について

平成25年度第３学年諸費は、保護者に総額495,401円が返金された結果、残額26
円を平成25年度生徒会費に振替えていたが、学年諸費の会計報告では生徒会費へ
振替える旨は記載されていなかった。
学校徴収金事務取扱要項第６条において他会計への振替は許容されておらず、
残金は保護者へ返金する必要があるが、上記のような端数金額であれば事務の煩
雑さを勘案し、生徒一人当たりの返金額が一定金額を下回る場合には、事前に保護
者の同意を得ることで、返金せずに他会計へ振替えることは許容されるものと考えら
れる。
そのため、保護者に残金26円を生徒会費へ振替えることについて、会計報告に記
載する等により、事前に同意を得ておく必要がある。

○
学校徴収金において、残金については、保護者への返金を行っているが、返金できないものについて、振
替等の記載がなかった。
今後については、徴収のお知らせや、会計報告等にて、保護者へ報告するよう周知徹底した。

改善済

76 教育委員会 若草中学校 学校応査 275 結果
備品現在簿と現物の不一致に
ついて

学校備品が、適切に保管・管理されている事を確認するため、現物及び備品現在
簿と照合を行ったところ、過年度に廃棄処理申請を行ったにも関わらず廃棄されて
いなかったため、備品現在簿に記載されていない事例が１件あった。
同中学校では９月に備品棚卸を実施しており、当該棚卸が適切に実施されていれ
ば、備品棚卸実施時点で備品現在簿と現物に相違があることが発見され、適切な処
理が行われていたはずであり、備品棚卸が適切に行われていないと言わざるを得な
い。
以上より、備品棚卸の適切な実施を徹底する必要があるが、棚卸漏れを防止する
ために、例えば廃棄処理申請が行われた現物に「廃棄」の貼紙をすること等の対策
を行うことが考えられる。さらに、年２回実施される備品廃棄時に廃棄処理申請され
た備品が、実際に廃棄されたかどうか確認する手続も合わせて行うことも必要であ
る。

○
指摘があった備品については、廃棄漏れだったため、廃棄し、今後このようなことがないよう、廃棄処理申
請が行われた現物に「廃棄」の貼紙をする等対策を行うとともに、備品確認を行うよう周知徹底した。

改善済

79 教育委員会 尼崎高等学校 学校応査 278 結果
銀行印及び金庫等の施錠管
理の徹底について

学校徴収金の入金・支払用口座は学年主任名義で開設し、銀行印は学年主任が
保管・管理し、入金・支払事務は会計担当者が行っている。
同校では、銀行印を学年主任の執務机の施錠ができる引き出し又は金庫で保管し
ているが、執務時間中は特に施錠等を行っていないことから会計担当者が自ら払出
伝票等に押印できる状態にある。
不正や横領等のリスクをできる限り低減するため、銀行印と預金通帳を別個に管
理し、銀行印の押印は校長(又は教頭)のみが行い、銀行印は金庫等により施錠管
理を徹底する運用方針を定め、運用を徹底していくことが必要である。

○
　平成２７年４月から、通帳の名義を学年主任から校長に変更した。
また、通帳は、各学年の金庫に保管し、銀行印は、校長の指示により事務長が預かり、事務室の金庫で
保管している。

改善済

80 教育委員会 尼崎高等学校 学校応査 278 結果 余剰金の取扱いについて

学校徴収金に係る通帳を確認したところ、過年度の通帳とともに現金2,647円が保
管されていた。これは、特定年度の卒業生に係る学校徴収金の余剰金であり、生徒
一人当たりの返金額が極めて少額になるため、返金せず、簿外資産として保管して
いたとのことである。
この件について、市教育委員会では、学校徴収金に余剰金が出た場合に、返金を
行わない場合及びその際の対応方針を定め、各学校園に伝達しているとのことであ
るが、同校では保護者に会計報告を行っているものの、少額の余剰金の取扱いに
ついての説明を怠っていた。
保護者に対して適切な決算報告を行うことを前提に、少額の余剰金が出た場合の
対応について、市教育委員会の方針を各学校園に再度周知し、その運用を徹底さ
せる必要がある。

○
当該年度の卒業生の保護者に対し、平成２７年１月に文書でＰＴＡ一般会計に繰り入れる旨通知し、異論
がなかったので、ＰＴＡ一般会計に繰り入れ、余剰金についての取扱いを再度周知した。

改善済

82 教育委員会 尼崎高等学校 学校応査 279 結果 備品管理の徹底について

学校備品が適切に保管・管理されているかどうか校務員に質問したところ、尼崎高
等学校では３年に１度のみ棚卸を実施しており、廃棄処理もその際に合わせて行っ
ているとのことであった。
市教育委員会は、各校に年に１回全備品の棚卸を行うよう通達していることから、
適切な備品管理を行うためにも、年に１回は備品棚卸を行うなど、市教育委員会の
通達に基づいた事務処理手続を徹底する必要がある。

○
　指摘後、平成２７年３月に、棚卸しを行った。
　今後は、市教育委員会の通達に基づき、年に１回は棚卸しを行う。

改善済

4



平成25年度包括外部監査指摘事項　措置状況一覧
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措置
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88 健康福祉局 高齢介護課 高齢者施策 112 結果
特別養護老人ホームの土地無
償貸与について

　特別養護老人ホームの土地の買収、及び整地に要する費用は補助金交付対象外
となり、設置する社会福祉法人が自己財源で調達することとなるが、市は一部の社
会福祉法人に対し市所有の土地を無償で貸与している。
　これは充実した介護保険制度の発足を目指して、特別養護老人ホームを迅速に整
備する必要性があったためであり、早急に施設整備を達成するため土地を無償で貸
与するとした当時の判断に合理性は認められる。
　しかし、現在では特別養護老人ホームが普及しており、新たに設置する法人との
公平性の観点から、原則有償貸与への変更の要否を検討する必要がある。

公有財産の貸付け・使用許可をするにあたっての減免取扱いの統一的基準については、平成27年2月に
基本方針が出され、社会福祉法人等において社会福祉事業の用に供する場合の普通財産の貸付料の減
免基準は、引き続き検討を行い、3年以内に方針を決定するとされていることから、平成29年度末までに有
償貸与への変更の要否について検討を行う。

未改善

91 健康福祉局 介護保険事業担当 介護保険 145 結果
所得激減による減免申請の所
得調査について

　所得激減による減免申請について、減免申請時点では、所得見込額を即時に把
握することができないため、市では、年金所得については年金見込額照会回答票等
により確認し、給与所得や事業所得等が無い場合は、失業等の事実を雇用保険受
給資格者証等によって確認することにより、これらの所得が無いものとして取り扱っ
ている。
　平成24年度の減免申請書から任意に20件抽出したところ、所得の減少が50%に満
たないものが２件あり、この２件は、減免要件を満たしていない可能性が高いと推測
される。
　確定所得と前年度所得から減少率を算定し、所得が激減していない可能性がある
者について調査を行うなどの対応が必要である。

○

減免要件を満たしていない者については、減免を取り消す必要がある。そのためには、所得が激減して
いない可能性がある者について調査をする必要があり、平成２６年度減免適用者については、現在調査を
行っているところである。
一方で、今後の適切な減免申請を促す必要がある。そのため、平成２７年度の減免申請者に対しては、
減免理由消滅申告書を送付し、再就職等で減免を受ける理由が消滅した場合には、その旨を申告するよ
う周知する。
なお、より効果的かつ効率的な調査を実施するため、所得が激減していない可能性がある者についてシ
ステムを活用して抽出を行うことについては、引き続き検討していく。

改善済

92 健康福祉局 介護保険事業担当 介護保険 146 結果
生活困窮による減免申請の資
産調査について

　生活困窮者減免は居住用以外に土地家屋が無いことが要件の一つとなっている
が、資産を統一的に把握できる仕組みが無く、無資産を証明する方法が無いため、
自己申告となっている。そのため、市は、生活困窮による減免申請について資産の
調査を行う必要があると考えられるが、現状、資産調査を行っていない。
　平成24年度の減免申請書から任意に10件抽出し、居住用の土地家屋以外の土地
家屋を所有していないかどうか固定資産課税台帳を確認したところ、居住用の土地
家屋以外に土地家屋を保有していた事例が２件あり、市は、後日減免を取消してい
る。
　固定資産課税台帳より、居住用以外の土地家屋を所有していないかどうか確認す
るなどの資産調査を行う必要がある。

○

固定資産課税台帳を確認するにあたっては、対象者が多い場合、大量のデータを迅速に確認し、減免申
請時に固定資産課税台帳をコンピューター端末で確認することが効率的であるため、システム改修が必要
であった。
しかし、平成２７年度介護保険制度改正に伴う減免制度改正により、対象者が年間約１,４００件から３００
件程度に減少し、今後も減少していく見込みのため、システム改修については見送る。
平成２７年度減免適用者については、順次、居住用以外の土地家屋を所有していないかどうかを固定資
産課税台帳の公用照会により、調査を行い、9月の調査においては6件の減免取り消しを行った。

改善済

95 健康福祉局 高齢介護課 地域支援事業 183 結果
グループハウス事業継続の必
要性について

　当初は大震災後のケア付仮設住宅の入居者に対する期限付の事業として始まっ
たものであるが、現在は地域支援事業として実施されている。
　地域支援事業である以上、広く被保険者が利用できる必要があると考えるが、高
付加価値のサービスでありながら、あまりにも事業規模が小さく、利用者がごく限ら
れてしまう。
　仮に市として当該事業を継続すると判断したのであれば、被保険者に公平な利用
機会を提供するため、事業規模を拡大すべきであるが、多額の財政負担を伴うこと
から事業規模拡大の判断は慎重にならざるを得ない。
　一方で現在の利用者の権利保護に十分配慮することも必要であるが、市の事業と
して当該事業を現状のまま継続する合理性はないと考えられる。
　そのため、市が所有するグループハウスの土地及び建物を含む事業自体の民間
への売却等、事業の廃止も含めて具体的な検討を行うべきである。

グループハウスの土地の賃貸契約については、平成２７年度末（25年度から27年度の３年間）で満了とな
ることから、それ以降の運営については、土地・建物の売却による事業の民間への移管も含めて検討して
いるところである。

未改善

96 健康福祉局 高齢介護課 地域支援事業 186 結果
食事サービス事業の継続の要
否について

　近隣市のうち、伊丹市は同種の事業を実施しておらず、西宮市は利用者の減少及
び同事業に対する民間事業者の参入等を理由として平成24年度をもって事業を廃
止している。
　尼崎市においても利用者数、配食数ともに年々減少している状況であり、介護事
業者による高齢者向け配食サービスも実施されていることから、あえて行政がサー
ビスを提供する必然性はない。
　当該事業が行政によって行われる意義は、配食を通じて安否の確認や孤独の解
消を図り、もって高齢者の在宅生活を支援することにあると考えられるが、市では当
該事業の他にも見守りや安否確認に関する同様の事業が整備されており、当該事
業を実施する意義は乏しいと考えられる。
　そのため、見守りや安否確認に関する他の事業を勘案し、事業廃止の要否につい
て具体的な検討が必要である。

本事業の配食件数や利用人数については、年によって変動はあるが、平成２６年度については、前年度
と比較して利用人数、件数ともに大幅な増となっており、決して減少しているわけではない。
また、本事業の委託先である市社協は、高齢者等見守り安心事業や緊急通報システム普及促進等事業
の委託先となっていることから、本事業とともに見守り・安否確認を相乗的・効果的に高齢者を支援するこ
とができると考えている。
本事業の需用は引き続き一定続くものと考えられることから、単身高齢者の割合が他市よりも高い本市
にとって、高齢者を支援する制度としての本事業は必要とされていると判断するが、介護予防・日常生活支
援総合事業が開始される平成２９年度に向けて、地域支援事業全体の中で事業の再構築を検討する必要
があると考える。

未改善

5
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103 資産統括局 資産税課 事業所税 122 結果
事業所税の床面積と固定資産
税システムの床面積の乖離に
ついて

　市が未調査のものから６件抽出し調査したところ、１件申告漏れの可能性が極め
て高いものがあった。
　そのため1,000㎡以下の乖離についても早急に乖離原因を調査すべきである。

指摘のあった１，０００㎡以下の乖離があるものについては、平成２４年度において、８００㎡以上１０００㎡
未満、平成２５年度には、５００㎡以上８００㎡未満、平成２６年度には、３００㎡以上６００㎡未満の乖離が
あるものを調査対象とし、平成２７年度以降はすべての乖離について調査を実施する予定としていた。
しかし、データ抽出プログラムの不備により、データの一部が正確に抽出されていないことが判明し、この
プログラム修正に時間を要することから、平成２７年度は対象を２００㎡以上３００㎡未満に限定して調査を
実施する。
　また、来年度以降は、これまでの調査結果を踏まえ、費用対効果を検証した上で、効果的な調査範囲を
定め、調査を実施することとする。

未改善

104 資産統括局 納税課 収納事務 163 結果
延滞金額の網羅的な把握につ
いて

　延滞金の徴収は、担当者が納税指導を行っているが、納税者の理解が得られない
場合があり、結果的に納税の公平性を欠いている。
　そのため、今後、税務システムの改修に向けた検討が必要である。

現在、全庁的な基幹システムの再構築の検討中であり、税務システム改修に合わせて延滞金の全体像を
把握できるシステムをパッケージの仕様に取り入れていく予定である。

未改善

105 資産統括局 納税課 収納事務 165 結果 延滞金データの保存について
　過去の納付実績や延滞金の残高等を別途網羅的にかつ正確に管理することは実
務上相当の困難を伴うとのことであるが、納税の公平性を確保し、また財源の確保
を図るためにも、税務システムの改修に向けた検討を進める必要がある。

現在、全庁的な基幹システムの再構築の検討中であり、税務システム改修に合わせて延滞金の全体像を
把握できるシステムをパッケージの仕様に取り入れていく予定である。

未改善
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平成23年度包括外部監査指摘事項　措置状況一覧

連番 局名 指摘先 種類等 ページ 区分 指摘内容 指摘の概要
措置
状況

措置内容要旨 備考

120 教育委員会 スポーツ振興課 本庁体育館 249 結果
自動販売機の使用許可の原
則公募について

　自動販売機の使用許可は、原則公募によるべきである。
自動販売機の使用許可については、指摘を踏まえ、平成27年度中に指定管理者である（公財）尼崎市ス
ポーツ振興事業団と公募に向けた協議を行い、平成28年度の公募実施に向けて取り組んでいく。

未改善

121 教育委員会 スポーツ振興課 小田体育館 249 結果
自動販売機の使用許可の原
則公募について

　自動販売機の使用許可は、原則公募によるべきである。
自動販売機の使用許可については、指摘を踏まえ、平成27年度中に指定管理者である（公財）尼崎市ス
ポーツ振興事業団と公募に向けた協議を行い、平成28年度の公募実施に向けて取り組んでいく。

未改善

122 教育委員会 スポーツ振興課 大庄体育館 249 結果
自動販売機の使用許可の原
則公募について

　自動販売機の使用許可は、原則公募によるべきである。
自動販売機の使用許可については、指摘を踏まえ、平成27年度中に指定管理者である（公財）尼崎市ス
ポーツ振興事業団と公募に向けた協議を行い、平成28年度の公募実施に向けて取り組んでいく。

未改善

123 教育委員会 スポーツ振興課 立花体育館 249 結果
自動販売機の使用許可の原
則公募について

　自動販売機の使用許可は、原則公募によるべきである。
自動販売機の使用許可については、指摘を踏まえ、平成27年度中に指定管理者である（公財）尼崎市ス
ポーツ振興事業団と公募に向けた協議を行い、平成28年度の公募実施に向けて取り組んでいく。

未改善

124 教育委員会 スポーツ振興課 武庫体育館 249 結果
自動販売機の使用許可の原
則公募について

　自動販売機の使用許可は、原則公募によるべきである。
自動販売機の使用許可については、指摘を踏まえ、平成27年度中に指定管理者である（公財）尼崎市ス
ポーツ振興事業団と公募に向けた協議を行い、平成28年度の公募実施に向けて取り組んでいく。

未改善

125 教育委員会 スポーツ振興課 園田体育館 249 結果
自動販売機の使用許可の原
則公募について

　自動販売機の使用許可は、原則公募によるべきである。
自動販売機の使用許可については、指摘を踏まえ、平成27年度中に指定管理者である（公財）尼崎市ス
ポーツ振興事業団と公募に向けた協議を行い、平成28年度の公募実施に向けて取り組んでいく。

未改善
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平成22年度包括外部監査指摘事項　措置状況一覧

連番 局名 指摘先 種類等 ページ 区分 指摘内容 指摘の概要
措置
状況

措置内容要旨 備考

126 市民協働局
園田地域振興セン

ター
冨田福祉会館 51 結果 境界が不明確なことについて

　東隣接地は個人の住宅及びガレージであるが、境界が明確でなく、白地図では隣
人の住宅及びガレージが当該地にかかっているが、境界標が設置されておらず、隣
接地との境界が不明確である。

　今後、土地の売却等の方針が出るなど、変動要素が生じた場合にあわせ、境界確定を行うことを検討し
ていく。なお、市有財産全体に関わる事項であるため、関係課と調整しながら進めていく。

未改善

127 市民協働局
園田地域振興セン

ター
瓦宮西園田福祉
会館

117 結果
土地の早期合筆手続きについ
て

　瓦ノ宮2丁目8-29、30、37、64の土地については、速やかに土地の合筆登記の手
続きを行うべきである。

　今後、土地の売却等の方針が出るなど、変動要素が生じた場合にあわせ、合筆登記を行うことを検討し
ていく。なお、市有財産全体に関わる事項であるため、関係課と調整しながら進めていく。

未改善

128 こども青少年局 保育課
（旧）猪名寺保育
所

147 結果
行政財産への財産区分の変
更及び所管換えについて

　普通財産ではなく公共の目的に供される行政財産とすべきものであり、水路等を
管理する河港課に所管換えする必要がある。

所管換えについて、河港課と協議を行ったが、一部不法占拠されている部分があるため、昨年度に引き続
き、その対応について検討していく。不法占拠が解消された後、所管換えの協議を進めていく予定である。

未改善

129 都市整備局 戸ノ内開発事務所
戸ノ内開発事務
所公共用地

164 結果
行政財産への財産区分の変
更及び所管換えについて

　戸ノ内町5丁目825-68のうち825-65及び戸ノ内町5丁目826－163については道路
用地に供用されているため、所管換えを行い、行政財産に振替える必要がある。

　支障となっていた土地所有権争いの終息に伴い市有地と河川用地の境界協定が平成27年3月に完了し
たため、これに基づき当該土地を含む道路用地の引継ぎの手続きを進めているところであり、今年度末に
道路課への所管換えを行う予定である。

未改善

132 都市整備局 市街地整備課
開発部管理担当
課普通財産

195 結果

東難波町5丁目450-1及び東
園田町8丁目72-8の土地につ
いての財産区分の変更につい
て

　東難波町5丁目450-1の土地については、「道路」として使用されていることにもか
かわらず普通財産として管理していることは、規則の趣旨である「公有財産の適正な
管理」という観点から問題があるため、「普通財産」から「行政財産」へ財産分類の変
更を行う必要がある。

　東難波５丁目４５０－１の土地については、県道（歩道）として供用されていることから、県（西宮土木事務
所）と協議を行ったが結論に至らず、今後も協議を重ねていく。

未改善

132 都市整備局 市街地整備課
開発部管理担当
課普通財産

195 結果

東難波町5丁目450-1及び東
園田町8丁目72-8の土地につ
いての財産区分の変更につい
て

　東園田町8丁目72-8の土地については、「道路」として使用されていることにもかか
わらず普通財産として管理していることは、規則の趣旨である「公有財産の適正な管
理」という観点から問題があるため、「普通財産」から「行政財産」へ財産分類の変更
を行う必要がある。

　東園田町８丁目７２－８の土地については、市道としての認定要件を具備していないため道路認定が出
来ず、従って、財産分類の変更ができない。

未改善

134 都市整備局 市街地整備課
再開発調整担当
普通財産（東園
田町8）

200 結果 財産区分の変更について

　当該用地について、平成10年に取得した土地が、長期間にわたり公有財産台帳へ
登載されていなかったこと、「道路」として使用されているにもかかわらず普通財産と
して管理していることは、規則の趣旨である「公有財産の適正な管理」という観点か
ら問題がある。当該用地については、「普通財産」から「行政財産」への財産分類の
変更を行う必要がある。

　東園田町８丁目７１－６他６筆の土地については、市道としての認定要件を具備していないため道路認定
が出来ず、従って、財産分類の変更ができない。

未改善

139 都市整備局 公園維持課 中央公園 272 結果 賃借権の登記について

　平成元年3月10日付け覚書で、地主は市が賃借権の譲渡を受けた上で中央公園
として整備することを承諾している。また、平成元年4月1日土地賃貸借契約では「市
が賃借権の設定登記を申請するときは、（地主は）同意する」（第8条）とある。しか
し、未だ賃借権の登記がされていない。登記可能な当該賃借権は公有財産であり
（法第238条第1項第4号）、取得の手続きに瑕疵がある（規則第16条、運用2-2⑴）。

　平成元年4月1日締結の土地賃貸借契約書における「賃借権の設定登記を申請するときは同意する」との
記載は、現時点の土地賃貸借契約書には記載されていないことから、賃借権が未登記であることは、現在
において手続き上の瑕疵に当たるとは考えておりません。
　当初は用地取得に向け交渉していたが、土地所有者の当面売却はしないという意向により早期取得を断
念し止む無く賃借したものである。その後、用地取得などの協議を継続させながら、人工地盤等の整備工
事を行い、その工事を概ね完了していた。そのため、契約更改に当たり、当該土地は用地取得することが
主目的であること、また、供用開始する公園と道路があり、都市公園法及び道路法により私権の制限がか
かることから賃借権を設定する必要がなくなったため賃借権設定登記の記載を削除したものである。

未改善
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