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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 意     見 

（1）所属年度（歳入，歳出） 

ア 歳入の会計年度所属区分 

歳入の会計年度所属区分については地方自治法

施行令（以下「自治令」という。）第 142 条に定

めがあるが，随時の収入で納期限を所属年度とし

ていた事例や，事実の発生した日の属する年度

（○月分）を所属年度としていた事例があった。

歳出の所属年度を整理する際支出負担行為の定義

づけが必要となるのと同様に，歳入の所属年度を

整理するためには，調定時期の考え方を標準化し

ていくことを検討されたい。 

（行財政局法務支援課） 

 

 

 

 令和２年４月の改正地方自治

法の施行に伴い，本市の内部統制

については「内部統制の推進に関

するプロジェクトチーム」におい

て推進していくこととしており，

同プロジェクトチームの中で検

討してまいりたい。 

 

 

措置方針 

イ 歳出の会計年度所属区分 

タクシー利用料金や後納郵便料金にかかる旧年

度の使用分について新年度の支出負担行為により

支払っていた事例や，概算払と一般支払を行う契

約で一般支払の際に契約全体の履行確認を 3月 31

日に行ったうえで概算払の用務終了日を出納整理

期間中の日とし精算していた事例があった。財務

会計システムは，支出負担行為兼支出命令書によ

り支出負担行為を行う場合には出納整理期間にな

ってからも旧年度の支出負担行為が新たに行うこ

とができるようになっているため，こうした処理

ができてしまっているものもあった。また，実績

報告を受理後に支払額を確定すると出納整理期間

になるため新年度になってから旧年度の支出負担

行為額を増額していた事例があったが，支出負担

行為額を新年度に増額することはできない。 

国の支出負担行為等取扱規則では，一定の場合

における支出負担行為の整理･確認時期について

請求のあったときを許容しており，支出負担行為

とその年度区分の関係については，規則に定める

ことにより現実に即して処理していく方向，簡素

化していく方向を検討されたい。財務会計システ

ムは事務の効率化だけでなく事務を統制する機能

があり，支出負担行為兼支出命令書により支出負

 

 令和２年４月の改正地方自治

法の施行に伴い，本市の内部統制

については「内部統制の推進に関

するプロジェクトチーム」におい

て推進していくこととしており，

同プロジェクトチームの中で検

討してまいりたい。 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

担行為を行う場合でも，出納整理期間に入ってか

らは新規の支出負担行為や増額ができないように

することを検討されたい。また，後納郵便料金は

自治令第 143 条第 1項第 3 号に規定する賃借料，

光熱水費，電信電話料の類に該当し，その支出の

原因である事実の存した期間が 2 年度にわたるも

のについては，支払期限の属する年度であること

や，旧年度中に概算で増額しておくことによりル

ールに則した処理ができることなど具体的な支出

負担行為に関する取扱についてアナウンスして運

用していくことを検討されたい。  

           （行財政局法務支援課） 

 

（2）自動更新条項を設定した契約について 

契約書において契約期間を「この契約の有効期間

は〇年 4月 1 日からその翌年の 3月 31 日までとす

る。」といった規定をしたうえで，さらに「この契

約の有効期間の終了〇か月前までに，契約当事者の

いずれか一方より何らかの意思表示をしないとき

は，終期の翌日において向こう 1 か年間順次契約を

更新したものとみなす。」といった自動更新条項を

設定して，契約期間の終了が近づいた時期に多くは

後年度予算の裏付けがない状態で後年度における契

約の継続の意思決定し，契約書を再度作成せずに当

初の契約期間の終了以降も契約を継続するものが多

数あった。 

これまでも，行財政局長通知「適正な契約事務の

徹底について」（平成 20年 10 月 14 日）において

「債務負担行為の手続きを経ていない場合や長期継

続契約の要件に該当していない場合には，年度を超

える契約はできません。」とされたのをはじめ，行

財政局財政部契約監理課が平成 29年 4月に作成し

た「委託契約記載例及び解説」では，「・債務負担

行為等として予算に定めている場合又は長期継続契

約（地方自治法第 234 条の 3 又は神戸市長期継続契

約を締結することができる契約に関する条例に規定

する契約）に該当する場合は，委託期間が複数年度

にわたる契約を締結することができるが（ただし，

 

 関係課とも協議し，検討してま

いりたい。 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

長期継続契約の場合は，条項の付加が必要），これ

以外の場合には，委託期間が次年度以降にわたる契

約を締結することができない。」と記載されている

ほか，行財政局財政部契約監理課長通知「委託契約

における適正な委託契約の徹底について」（平成 30

年 2月 1 日）においても「自動更新条項を設けない

こと等に注意する。」との記載がある。 

自動更新条項は予め契約相手の約款に設定されて

いることが多く，これまでの通知では，自動更新条

項の定義や長期継続契約等による解決方法，さらに

は既に契約した自動更新契約の取扱に関する説明が

ないこともあり，自動更新条項を設定した契約が多

数発生している。 

後年度予算の裏付けがない状態で後年度における

契約の継続に関して意思決定することはできないと

考えられる一方，毎年発出される会計室会計課長通

知「年度替わりに伴う会計事務の取扱いについて 

(通知）」では，4 月 1 日付けで締結が必要な契約に

ついて旧年度から処理が開始できるよう，旧年度中

に支出負担行為書を作成し，契約決議の起案，決裁

を旧年度中に完了させ契約日・文書管理・電子決裁

システムの施行日を 4月 1 日とするが，支出負担行

為の確認は，新年度の体制（所属長，予算掌理課）

で確認印を押印することとしている。  

自動更新条項の具体的な取扱についてアナウンス

して運用していくことを検討されたい。 

（行財政局法務支援課，契約監理課） 

 

（3）旅行会社に支払う旅費の取扱について 

旅費とは，公務のために旅行する職員に対し，旅

行に要する費用として地方公共団体から支給される

金銭給付であるが，実費のほか定額で支給される。

また，旅費の請求権は公法上の債権とされている。 

旅費条例は第 26 条に旅費の調整の定めを持って

いるが，令和 2年第 1 回定例市会 2月議会に上程さ

れている改正案では第 1項「任命権者は，旅行者が

公用の交通機関，宿泊施設等を利用して旅行した場

合その他旅行における特別の事情により又は当該旅

 

 本意見を受け、旅費の支給を受

ける者（職員）に代わり旅行代理

店等に支払うことが可能である

旨、条例上明記すべく、旅費条例

の改正を行った。（令和２年３月

31 日公布神戸市条例第 54 号） 

旅費制度運用マニュアルにつ

いては、必要性を精査したうえ

で、必要があれば適宜見直しを図

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令その

他の規程による旅費を支給した場合には不当に旅行

の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支

給することになる場合においては，その実費を超え

ることとなる部分の旅費又はその必要としない部分

の旅費を支給しないことができる。」，第 4 項「任命

権者は，公務上必要と認められるときは，第 3 条の

規定により旅費の支給を受ける者に対する旅費の支

給に代わり，当該旅費に相当する場合の全額又は一

部を，旅行に係る役務を提供する者に対して支払う

ことができる。」，第 5 項「前項の規定による支払が

あったときは，第 3条の規定により旅費の支給を受

ける者に対する旅費の支給があったものとみなす。

ただし，旅行に係る役務の提供がなかったときは，

この限りでない。」となっている。 

 

旅費制度運用マニュアルには，12番に旅費の調整

の事項はあるものの他者への支払分との調整の内容

がなく，会計科目については「※タクシー代は 09

節でなく，14節使用料及び賃借料。」の記述はある

ものの，「旅費制度マニュアル別冊版 「海外出張の

決裁の作り方」」においては，旅費として支出でき

るものとして，空港等までの国内旅費，航空賃，日

当，宿泊料，旅行雑費（予防注射料等），現地での

交通費があげられており，旅行代理店に依頼して航

空券等を予約した場合にかかる「交付手数料」は

「交付の申請にかかる代理店の代行手数料」である

ため，09節ではなく 12節で支出してください，と

の記述がある。また，支払先は，航空券代など旅行

代理店を介して予約したものは直接旅行代理店に振

込み，日当など個人に支払うものは前渡金・職員口

座に振り込み，現金を本人に支給，と記されている

が，旅費として請求できるものとして記されている

航空賃などの支払について，職員本人に支払う場合

と旅行代理店に支払う場合の取扱について明確な区

別がなく，どちらの場合も旅費として支払ができる

とされている（会計科目については次のように記

載）。 

っていきたい。 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

②会計科目  

会計科目○○○○－事業○○（事業名）－節 09（旅

費）－細節 02（国外） 

会計科目○○○○－事業○○（事業名）－節 12（役

務）－細節 01（手数料）など 

 

職員の旅行に要する交通機関，宿泊施設等の利用

料金は旅費で，誰によって支払われるかによらな

い。しかし通常旅行代理店との契約は私法上の契約

で行っており契約相手方の自由度は高いが，旅費条

例の支給基準を直接旅行代理店に及ぼして支給する

場合は，支出事務の委託によることも考えられる。 

なお，旅費の会計科目については，09節は旅行に要

する費用として条例に基づいて支給されるものとさ

れており，旅行代理店との関係を見積合せなどによ

る私法上の請負契約や委託契約によって設定する場

合は 12 節や 13 節で，旅行代理店に支払う場合でも

条例の支給基準を直接適用して支給する場合は 09

節になると考えられる。本市においても，職員の宿

泊料について宿泊施設をあっせんした旅行代理店に

09 節（旅費）で支出していた事例，職員のほか参加

者の海外出張の航空券の手配をするにあたり見積合

せを行い最安値である旅行代理店に手配を依頼して

いたが，職員分を 09 節（旅費），職員以外の参加者

分を 12 節（役務費）で支出していた事例，国内出

張でレンタカー代を 14節で支出していた事例があ

った。 

 

旅費制度マニュアルでは，海外出張用の別冊版に

は「職員等」以外の者への旅費の支払いについて記

載しているが，実際には国内旅行においても，各地

への災害派遣など，今回のように旅行代理店との契

約・支払をする場合もあり，上記の取扱は国内旅行

についても同様に扱われると考えられる。旅費制度

マニュアルに改正予定の条例第 26条に関連する事

項を追加し，航空券等を旅行代理店を通じて予約す

る場合と職員本人が直接予約する場合の取扱や，支

出科目（節）の取扱など旅行代理店等との契約と旅

5



 

令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

費との関係を記載し，各所属に必要な周知をされた

い。 

         （行財政局組織制度課） 

 

（4）支出事務の委託について 

地方公共団体がその事務・事業を他者に委託して

行う場合，私法上の事務・事業は私法上の契約によ

り，公法上の事務・事業は公法上の契約により行

う。私法上の委託契約には契約監理課の構築する委

託契約の仕組みがあるが，公法上の契約は法令の定

めによる。地方自治法は，歳入の徴収・収納の委託

や支出事務の委託，事務の委託を定めている。 

私法上の委託契約において市が既に契約している

内容で委託先に契約させる事例があったが，私法上

の業務委託契約と公法上の支出事務の委託の違いを

明確にし，本市では，どのような契約が公法上の支

出事務の委託にあたるのか，達成したい目的に対し

てどう手法を組み立てればうまく到達することがで

きるのか検討し，職員に周知することを検討された

い。                  （行財政局法務支援課） 

 

 

 摘示されているような事例に

ついて，公法上の支出事務の委託

に当たり得るのかどうか等，「内

部統制の推進に関するプロジェ

クトチーム」の中で検討してまい

りたい。 

 

措置方針 

（5）ポイントサービスの取扱の標準化について 

ＥＴＣカードのポイントサービスをはじめ，各航

空会社のマイレージ会員になることで，特典航空券

（無料の航空券）への交換等が可能となるポイント

（マイル）が搭乗距離に応じて得られる航空機のマ

イレージサービスや，お買い物カード，宿泊施設の

ポイントサービスなどポイントサービスがさまざま

にあるが，ＥＴＣカードの私用と公用の切り分けで

苦慮している事例があった。 

旅費制度運用マニュアル 17.旅費に関する Q&A で

は，「マイレージは，航空機を利用するごとに加算

されていくが，公務によって加算されたマイレージ

を私事の旅行で利用することは，旅費が公費で支出

されることから，好ましくない。現在のところ，法

人単位で利用できるマイレージカードがないため，

各個人が出張によって得られたマイレージを把握

 

 いわゆるポイントサービスに

ついては，公費を支出した結果と

して得られるポイントを職員が

私的に使用することは好ましく

ないと考えられる一方，指摘のと

おり有効に活用することで公費

節減に寄与する可能性も認めら

れるところであるが，管理や費用

対効果等の課題もあるため，実際

の事例や，国や他都市の動向も踏

まえながら検討してまいりたい。 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

し，「使用しない」又は「公務で使用する」のどち

らかの取扱いとなる。」としている。 

内閣官房が平成 29年 1月 18 日に開催した旅費・

会計等業務効率化推進会議幹事会の資料である旅費

業務に関する標準マニュアル Ver.2-0（2016 年 12

月 各府省等申合せ）では，公務出張により発生し

たマイレージを私用のマイレージカードに登録する

ことは，引き続き自粛するとしながら，一定の要件

はあるものの，公務出張で発生したマイレージの活

用による公費節減が見込まれる場合には，旅行命令

権者は，職員に対し，公務出張で取得したマイレー

ジを貯めるためのマイレージカード（公用カード）

の作成を求めるとされている。 

ポイントサービスについてはカードを前提とする

ものが多く私用と公用の切り分けをどうするかなど

課題はあるが公費節減に寄与する面もあり，私用・

公用カード導入の可否など最低限の取扱を標準化し

ていくことを検討されたい。 

（行財政局法務支援課） 

 

（6）インターネット発注の手順について 

インターネットによる発注については，平成 23

年 5月 11 日神戸市経理適正化外部検証委員会報告

書の中で， 

「⓶一括調達システムの導入 

各所管課が日常的に使用する物品等の発注に関し

て，所管課から切り離し，集中的に実施する調達事

務の一元化について，他の自治体や民間企業の事例

も踏まえ，課題を整理し，早急に導入すべきであ

る。また，一括調達システムの導入に先立ち，例え

ば，既に多くの民間企業でも利用されている民間事

業者が提供するインターネットによる一括購買シス

テムなどを対象の所管課を限定して試験的に実施

し，運用上の課題を整理するなどの対応も試みられ

たい。」 

とされたが，インターネットによる購買システムも

含めた全庁的な物品購入の仕組みづくりについて

は，運用面の効率性，利便性，費用対効果も考慮し

 

 令和２年４月の改正地方自治

法の施行に伴い，本市の内部統制

については「内部統制の推進に関

するプロジェクトチーム」におい

て推進していくこととしており，

同プロジェクトチームの中で検

討してまいりたい。 

（行財政局法務支援課） 

 

専決調達事務処理においてイ

ンターネットを利用した発注に

ついては，相手方である業者等に

とって，当該発注が決裁承認を得

られたものか不明であること，地

元中小事業者を優先した見積依

頼が難しいこと，また，納期の遅

れ等，トラブルが発生したときに

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

ながら，引き続き検討を行っていく，とされてい

る。 

また，平成 26年 1月 27 日から 2月 14 日まで実施

された職員アンケートでも，インターネットによる

発注への対応が提案されている。 

専決調達事務処理においてインターネットを利用

した発注については，相手方である業者等にとっ

て，当該発注が決裁承認を得られたものか不明であ

ること，地元中小事業者を優先した見積依頼が難し

いこと，また，納期の遅れ等，トラブルが発生した

ときに対処しにくいことから認められていないが，

カーシェアリングを利用する事例があった。 

これは，「入会申込書 法人契約」で入会契約お

よび登録の申し込みを行って，終期の定めのない会

員となり，会員は車両を借り受けるにあたっては，

貸渡約款に基づき，web で借受開始日時，返還日

時，借受希望ステーション等を入力して時間あたり

で定められた利用料の貸渡契約の予約申込を行い，

この予約に基づき車両を使用する都度，ステーショ

ンにおいて，会員自らが借受開始手続きを行うこと

で，予約契約が完結し，貸渡契約が成立するものと

している。利用料の支払いは請求書による毎翌月払

いとしている。 

会員となる行為は市における契約なのか，基本協

定なのか，債務負担行為は必要なのか，長期継続契

約の形をとるのか，単価協定なのか，単価契約なの

か，自動更新契約なのか，専決規程上の取扱はどう

なるのか，経理契約なのか，といったさまざまに整

理すべき課題がある。 

現実にインターネットによる発注が実施されてお

り，今後の利用も想定される。課題を整理して庁内

に実施方法を周知して実施するよう検討されたい。 

（行財政局法務支援課，契約監理課） 

 

対処しにくいことから認めてい

ない。 

そのサービスに代替性がなけ

ればインターネットを活用した

契約等を行わなければならない

が，その際には上記リスク等につ

いて評価する必要があることか

ら，個別に検討したうえで例外的

処理として認めることとしてお

り，今後マニュアル等に記載して

周知していく。 

なお，インターネットを活用し

た利用予約，発注等を行うサービ

スは今後多種多様化することも

想定され，個別事例を積み上げな

がら課題整理に努めていく。 

（行財政局契約監理課） 

（7）区の発注にかかる専決マニュアルについて 

専決規程の決裁区分に関して，労働者派遣契約や

損害賠償金支払のように，区長に委任されている事

務で区長の権限に属する事務の専決規程（以下「区

 

 「神戸市長の権限に属する事務

の専決規程の手引き」の令和２年

４月１日付の改正において，総務

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

長権限専決規程」という。）別表に記載のない項目

については，決裁区分の明示のないことから事務は

課長決裁としている事例があった。 

その他，雇用保険の対象となる臨時的任用職員に

ついては総務事務センターで賃金を支払うため，区

では雇用決裁のみを課長専決（神戸市長の権限に属

する事務の専決規程別表第 3 もしくは旧区長以下専

決規程別表第 1）により行うべきところ，区での支

払いがないにもかかわらず，臨時的任用職員につい

て区で賃金を支払う場合における区長権限専決規程

別表の「謝金，旅費その他これらに類するもの」の

金額（100 万円を超える場合は部長決裁）による決

裁区分を重ねて適用しているような事例が多数あっ

た。 

専決規程の手引きに，区の事務に関して，区長権

限専決規程に明示のない事務は区長決裁となること

や総務事務センターに事務の集中処理を依頼する場

合の取扱の記載を加え，区役所へ周知することを検

討されたい。  （行財政局業務改革課，区役所課） 

 

事務センターに事務の集中処理

を依頼する場合の取扱いについ

ての事務処理方法及び区を含め

他の専決規程においても同手引

きに準ずる運用とする旨を記載

し，各区役所に対しても電子メー

ルで周知を行った。 

区長に委任されている事務で

区長権限専決規程別表に記載の

ない項目について，決裁区分の明

示のないことから区長決裁とす

べきものを課長決裁としている

事例については，ＱＡを作成しイ

ントラまたは職員向けＦＡＱ（デ

スクネッツ）に掲載することを検

討している。 

（8）再委託と共同事業体について 

ア 指定管理業務における再々委託 

指定管理者業務において，施設及び設備維持管

理業務について再委託され，清掃や設備管理業務

等について再委託先から各事業者に再々委託され

ているが，指定管理者から市に対して再委託業務

に関する報告書の提出がない事例があった。 

指定管理者制度所管課では，指定管理者はその

業務の遂行能力があるがゆえに応募し，選定され

ているのであるから，そもそも再々委託するとこ

ろまで想定していないとのことであるが，「公の

施設の指定管理者制度運用マニュアル」が，特定

個人情報を含む業務の再委託先による再々委託を

禁止すること，やむを得ず再々委託を行わざるを

得ない場合についても再委託と同様に本市の書面

による事前の承諾が必要となることを指定管理者

に明示することと定めているにとどまる。実情と

して一部業務が再委託先から再々委託されている

 

 

 令和２年４月の改正地方自治

法の施行に伴い，本市の内部統制

については「内部統制の推進に関

するプロジェクトチーム」におい

て推進していくこととしており，

同プロジェクトチームの中で検

討してまいりたい。 

 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

がその場合でも，指定管理者はその再委託・再々

委託業務が適切に行われているかを把握しておく

必要がある。 

指定管理業務で実施するべきことは協定書や仕

様書で具体的に示した上で，再委託業務かどうか

にかかわらず業務に実質的に関与するよう，市と

の協議，地元説明，各種届出，業務調整，業務計

画，工程管理，品質管理，市への報告を行うべき

ことを明示することを検討されたい。                   

（行財政局業務改革課） 

 

イ 共同企業体の取扱（業務委託・指定管理） 

共同企業体に関して⓵指定管理業務で使用する

使用料収納口座と指定管理料収納口座について，

共同企業体名を冠しない指定管理業務共通の単社

名義であった。このため，共同企業体業務にかか

る指定管理料は全額共同企業体の代表団体に収益

計上し，他の構成員には協定書に基づき持ち分を

費用として支出し，他の構成員を下請けと扱って

いた事例，⓶指定管理業務で共同企業体協定書が

構成員全員によるものでなく，代表団体と個別の

構成員毎の別葉で，他の構成員を下請けと扱って

いた事例，⓷業務委託契約で，共同企業体結成届

や協定書のない事例があった。 

「共同企業体」という名称の制度はないが，共

同企業体は民法上の組合にあたり，連帯責任を基

礎にさまざまな法律行為を行う主体である。法人

税法では共同企業体の損益は直接各構成員に帰属

するものとして取り扱われ，消費税も，共同企業

体が行う資産の譲渡等や課税仕入れは，各構成員

の利益の分配割合に応じてそれぞれの構成員に直

接帰属する取扱である。共同企業体が機材などの

購入や請負った目的物の引渡しを行ったときは，

それぞれ各構成員の利益の分配割合に応じて構成

員が課税仕入れや課税資産の譲渡等を行ったこと

になる。発注者から共同企業体が中間金などの名

目で金銭を受領した場合に，その受領した金銭を

出資金等の持分割合に応じて，各構成員に配賦金

 

 令和２年４月の改正地方自治

法の施行に伴い，本市の内部統制

については「内部統制の推進に関

するプロジェクトチーム」におい

て推進していくこととしており，

同プロジェクトチームの中で検

討してまいりたい。 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

として分配したとしても，発注者に対して履行が

完了するまでは，単なる前受金でしかないので，

消費税の課税関係は生じない取扱である。 

こうした法的な位置づけのある共同企業体を契

約の相手方とする場合，法的な位置づけに堪えら

れる態様を備えさせておかないと法的に起こりう

るリスクが顕在化する。独自のルールを作り予防

策をとらせておかないと，発注者責任を問われる

ことになり，ましてや外郭団体が構成員をなす場

合は出資者責任にも及ぶ。 

神戸市における共同企業体の取扱については，

工事契約で要綱などにより精緻化しているが，工

事契約で扱っているのは甲型といわれる共同施工

型の共同企業体である。指定管理者制度では，イ

ントラに掲載されているマニュアルに，応募時に

共同企業体結成届書を提出させること，指定議案

の審査時までに共同企業体協定書を提出すること

などのほか，共同企業体の取扱に関する諸注意が

記載されている。また，指定管理者制度運用マニ

ュアル様式集には，共同企業体結成届書，共同企

業体協定書の雛形も掲載されている。しかしその

取扱は「※この様式集はあくまで一例です。施設

の特性等に応じて，適宜必要な修正を加えてくだ

さい。」とされている。委託契約に関しては，イ

ントラの契約監理課のページに「委託に関するプ

ロポーザル方式及び総合評価落札方式について」

という文書が掲載されており，この中で，公募型

プロポーザル，総合評価入札実施の際に，参加資

格として定める事項が掲げられており，さらに，

「共同企業体の参加を認めるときは，その場合に

必要な参加資格も記載する。」と解説されている

にとどまる。 

共同企業体については募集時に参加させる・さ

せない，参加させるときの条件を定め，運営委員

会や資金取扱を定めた協定書で確認するといった

手順，共同施工方式だけでなく分担施工方式の協

定書の雛形を示して，指定管理業務，委託業務に

わたって全庁的な標準化を図っていくことを検討
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

されたい。 

（行財政局業務改革課，法務支援課，契約監理課） 

 

（9）行政財産にかかる目的外使用許可のない使用

料の取扱について 

行政財産目的外使用許可において使用許可日以前

の使用料の請求を行っている次のような事例があっ

た。 

 

財産名 
許可 

年月日 
使用期間 

電話柱の使用料 
（年 1,500 円） 

東灘 

本庄 

保育所 

平成 30 年 

4 月 1 日 

平成 30

年 

4 月 1 日 

から 

平成 31

年 

3 月 31 日 

平成 30 年度分

（1,500 円）及び

過 去 5 年 分

（7,500 円）を遡

及して納付しな

ければならない 

この処理は，平成 21 年以降行政財産の目的外使

用許可申請手続きを行わずに使用していたことが判

明したことから，資産活用課に相談のうえ，使用料

は絶対消滅時効 5 年であるため過去 5 年分も併せて

遡及して請求したものである。 

しかし使用許可のない占用は不法占拠で，使用許

可がないと公法上の請求基礎がなく使用料を請求す

ることはできない。 

不法占拠に係る利益の返還の請求についての取扱

は，原則として，所有権に基づく所有物返還請求権

を行使するとともに，不法行為に基づく損害賠償請

求権又は不当利得返還請求権を行使する。不法行為

に基づく損害賠償の請求期間については，民法第

724 条の規定により 20年間（不法占拠期間に限る）

となるが，当該不法行為による損害及び加害者を知

った時から 3 年を経過している場合においては，不

法行為に基づく損害賠償の請求によらず，不当利得

返還請求によらなければならない。 

不当利得返還の請求期間については 10年間とな

るが，民法 703 条に基づき許可年月日以前全期間の

使用料相当額を請求することになる。 

各所管課は制度を理解したうえで案件毎に不法占

 

 

不法占拠の場合の取扱は，民法

及び国の「不法占拠財産取扱要領

（平成 13 年 3 月 30 日付 財理第

1266 号）」に基づき，案件毎に各

担当部局が，不法占拠者とその期

間の確定及びそれを知った時期

に因り対応していくものである

が，適切な対応ができるよう必要

に応じて相談等に応じていきた

い。 

 

 

他の方法

で対応 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

拠者とその期間の確定及びそれを知った時期に因り

対応していくものではあるが，先述の考え方につい

て全庁アナウンスのもと正しく処理していく方向で

検討されたい。          （行財政局資産活用課） 

 

（10）パソコンの統制について 

平成 30 年 10 月 30 日付文書「専用システムパソ

コンの個別調達に関する御連絡」によると，パソコ

ン等の調達に係る支出の際には，調達所属は，パソ

コン・ソフトウェア管理システムで調達申請を承認

された結果のＰＤＦイメージを印刷し，支出関係書

類と併せて会計室に提出することとしている。しか

し，工事契約の中で調達するパソコン，装置の補修

契約の中で調達するパソコンについては上記調達申

請がされず，また，承認結果も提出されなかったこ

ともあり，管理番号がなく，市が構築したパソコン

の統制を受けない状態のパソコンがあった。またこ

のパソコンはスタンドアロンだった。 

専用システムＰＣを新規で調達する際の調達相談

や情報システム台帳への新規申請の中で，事務処理

用ＰＣでは運用できないものであるのか，接続する

ネットワークが適切であるか，セキュリティ対策が

実施されているか等の確認が行われている。また，

すでに導入されている専用システムＰＣにおいて

も，情報システム台帳の棚卸の際に状況の確認が行

われており，セキュリティ対策等に問題がある場合

には，改善するよう指摘が行われている。本市で

は，ＩＴ統制として，パソコンをイントラネットに

接続し，ＰＣ統合管理システム上で一元的に，ウィ

ルス等不正プログラム対策，ハードウェア及びソフ

トウェア資産管理などのセキュリティ対策をとるこ

とを基本的な考え方としている。引き続きこの考え

方を強化していく方策を検討されたい。 

（企画調整局情報化戦略部） 

 

 

原則として，基幹系システムの

ネットワークにあるものを除い

て各パソコンはイントラネット

に接続し，ＰＣ統合管理上で一元

的に管理してセキュリティ対策

を行うこととしているが，専用シ

ステムパソコンの用途は多岐に

わたっており，中にはイントラネ

ットに接続することが適切では

ないもの（インターネットに直接

接続して使うものや，外部の他の

ネットワークとの接続が必要な

独自ネットワーク上のもの等）も

あるため，すべてをＰＣ統合管理

上で一元的に管理することはで

きない。 

 その上で，専用システムパソコ

ンを新規で調達する際には，調達

相談や情報システム台帳への新

規申請を行うこととなっており，

その中で，事務処理用ＰＣでは運

用できないものであるのか，接続

するネットワークが適切である

か，セキュリティ対策が実施され

ているか等の確認を行っている。

また，すでに導入されている専用

システムパソコンにおいても，情

報システム台帳の棚卸の際に状

況を確認しており，セキュリティ

対策等に問題がある場合には，改

善するよう指摘を行っている。な

お，現在も情報システム台帳の棚

 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

卸の際には，未登録の情報システ

ム・専用パソコンについて新規に

登録を行うよう依頼しているが，

今回の事案を受けて，案内を強化

したいと考えている。 

 また，スタンドアロンシステム

については，事務処理用ＰＣから

仮想デスクトップ環境を通して

アクセスできる環境への移行手

段も用意しており，事務処理用Ｐ

Ｃでの運用への切り替えを順次

進めているところである。 

 

（11）電子記録媒体の情報セキュリティ対策につい

て 

神戸市情報セキュリティポリシーを具体化する手

順のひとつとして平成 21年 5月 29 日付け「電子記

録媒体等の管理について（通知）」が示され，これ

に基づいて構成管理，持出承認が運用されてきた

が，令和 2年 2月 10 日付け「電子記録媒体等の管

理手順の変更について（通知）」が発出された。 

この通知は従来の管理の枠組みを変更するもので

はなく，新たにグループウェアのワークフロー機能

や施設備品管理機能を利用する手続きを示したもの

であるが，「所属内で集中して管理している」もの

という記載がなくなる一方，構成管理をする範囲を

追加する説明をしているために，従来の管理の枠組

みがどうなったのかがわかりにくいものとなってい

るため，どんな電子記録媒体等を捉まえ，電子記録

媒体等のどのような使用に対してどのような運用を

するか，庁内周知を図られたい。 

（企画調整局情報化戦略部） 

 

 

 

令和２年２月 10 日付け「電子

記録媒体等の管理手順の変更に

ついて（通知）」については，既出

の通知内容（平成 21 年５月 29 日

付け「電子記録媒体等の管理につ

いて（通知）」）を上書きして置き

換えようとするものではなく，既

出の通知を補足するものとして，

ＵＳＢメモリ等の電子記録媒体

の貸出及び持ち出しに係る申請

及び所属長の承認手続を漏れな

く確実に行うとともに，電子記録

媒体の貸出状況等を所属内で明

確にしておくことを目的として，

新たにグループウェアのワーク

フロー機能や施設備品管理機能

を利用する手続を示したもので

あり，これにより事務の簡素化も

図ることとしている。 

なお，通知文ではこのことに触

れていないが，電子記録媒体の管

理の徹底を図る趣旨としては，職

員の故意又は不注意による情報

 

 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

資産の流出や漏洩を未然に防止

しようとすることにあり，今回手

続を示した電子記録媒体の貸出

等の承認手続や貸出状況等を明

確にすることで一定の対策が講

じられるものと考えている。 

また，ワークフローの申請手続

を，①所属共用の電子記録媒体，

②長期貸出の電子記録媒体，③消

耗品として扱われている電子記

録媒体と分けて記載しているこ

とについては，申請時期や申請項

目に相違があるために別のテン

プレートを作成したからであっ

て，このことで，従来から明示し

ていなかった電子記録媒体管理

台帳（様式１）の記載範囲の取扱

いを新たに定めたり変更するも

のではない。 

上記について分かりにくかっ

たところがあったと理解してお

り，Ｑ＆Ａとして令和２年３月12

日にイントラネット（神戸市庁内

報）に掲載するとともに、グルー

プウェアの掲示板への掲載と全

所属宛のメーリングリストによ

り庁内に周知を行った。 

 

（12）紙情報資産の情報セキュリティ対策について 

神戸市情報セキュリティ対策基準の適用範囲は，

データについてはネットワーク及び情報システムで

取り扱う情報とし，これらを印刷した文書も対象と

しているが，元々紙で生み出された紙情報は適用範

囲とされていない。 

市立高等学校で，個人情報の入った紙で生み出さ

れた紙情報を紛失した事例があった。 

神戸市個人情報保護条例第 8 条第 2項で，実施機

関は，個人情報等の漏えい，滅失，き損及び改ざん

 

令和２年４月の改正地方自治

法の施行に伴い，本市の内部統制

については「内部統制の推進に関

するプロジェクトチーム」におい

て推進していくこととしており，

同プロジェクトチームの中で検

討してまいりたい。 

 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

の防止その他の個人情報等の適正な管理のために安

全を確保する措置を講じなければならないとしてい

る。紙から生み出された紙媒体の個人情報を守る手

順はどうするのか，また個人情報以外の重要情報の

紙媒体の取扱も含め紙媒体の情報のセキュリティ対

策はどうするのか，関係課とも協議のうえ検討し，

具体に示されたい。   （行財政局法務支援課） 

 

（13）金券の管理について 

金券の取扱に関して次のような事例があった。 

 

金 券 物品管理簿への記載 

寄附により受け

入れたオリック

ス･バファローズ

シーズンシート

やヴィッセル神

戸ソーシャルシ

ート等のチケッ

ト 

物品管理簿への記載，物品受

入通知書・物品払出通知書（物

品会計規則第 1 号様式）による

受け入れや払い出しの手続き，

又は直ちに他の課又は事業所へ

配分する物品としての「物品引

渡通知書」による引渡しを行っ

ていない事例があった。 

専決契約で購入

したレターパッ

ク 

物品管理簿への記載をしない

まま使用し，未使用のものにつ

いては，金庫等での保管も行わ

ず，郵便切手類のように管理職

による定期的なチェックも行わ

れていない事例があった。 

金庫で保管され

た全国百貨店共

通商品券，ビール

共通券，商品券，

図書カード，テレ

フォンカード 

物品受入通知書・物品払出通

知書（物品会計規則第 1号様式）

による受け入れや払い出しの手

続きを行わず，該当する物品管

理簿への記載もしていない事例

があった。 

指定管理施設が

保管する当該施

設の優待券 

仕様書によると，指定管理者

は，指定管理業務と自主事業に

ついて，それぞれ出納簿等を備

えること，としている。園長室金

庫に保管しているが管理簿が作

成されておらず，払出の実績が

あるにもかかわらず，記録され

ていないものがあった。 

 

金券類は，性質上現金に類似し

ており，郵便切手類に該当すると

考えているが，所属において判断

が難しいとのことであったため，

物品会計事務取扱要綱の物品整

理表「４郵便切手類」の品名例示

に追記することを検討し、「レタ

ーパック，タクシーチケット，プ

リペイドカードＩＣカード，ＥＴ

Ｃカード，各種金券類」を追加す

る改正を行い，令和２年４月１日

に施行した。また，実務担当者に

対しても，基礎実務研修等で周知

を図った。 

（会計室会計課） 

 

 興行チケットやレターパック

等，換金性が高く，紛失や盗難の

おそれが高いものについては，郵

便切手類に該当し，適切な管理が

必要とされるものと考えるが，各

所属において適切な判断ができ

ていないということであれば，

「現金取扱事務の手引」の記述を

より分かりやすくする等検討し

たい。 

（行財政局法務支援課） 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

金庫で保管され

たお買物券，ガソ

リンカード 

管理簿に記載なし。 

その他，各区保健福祉部では，戦没者等の遺族に

対する特別弔慰金支給法に基づき一定の要件で残さ

れた遺族に対して支給される特別弔慰金に関して，

申請の受付・県への進達及び記名国債の受領，申請

者への交付の事務を行っているが，各区保健福祉部

の一部で，特別弔慰金として支給される記名国債を

金庫に保管し,申請者に通知のうえ交付するにあた

り，未交付者分の国債が長期間金庫に保管されたま

まになっている事例があった。未交付者に対して

は，定期的に受け取りの督促は行っているとのこと

であるが，中には連絡が取れない事例もあるとのこ

とである。また，これらの国債の管理は，金庫管理

物件の台帳等で行われている場合もあったが，一方

で特に台帳等に記載していない所属もあった。な

お，本事務については，事務処理マニュアル（厚生

労働省作成）が兵庫県から配布されるが，当該記名

国債の取扱方法についてのルールについては特に記

載されていない。 

 

有価証券は，決算において「財産に関する調書」

に記載する必要があるが，神戸市物品会計規則では

郵便切手類を郵便切手，収入証紙，乗車券その他こ

れらに類するものとしており，金券は郵便切手類に

整理できるとされている。しかし物品会計規則事務

取扱要綱の物品整理区分表，現金取扱事務の手引

（公金編）（現金取扱事務の手引（公金編）は「有

価証券と表現」）でも金券や預かり有価証券が郵便

切手類であることは明示的でない。 

制度的に管理する金券の範囲と管理方法を特定

し，度数など物でないものの管理方法，もらったも

のの扱い，保管の仕方，交付と受払い･廃棄，使用

の手順を提示し全庁的に標準化していくことを検討

されたい。 

なお，発見事例の預かり有価証券は，当市は給付

の一手段として一時的に預かっているものである

17



 

令和元年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

が，現金取扱事務の手引（公金編）では，郵便切

手，収入印紙，図書券等を有価証券とし，有価証券

を保有する場合は，必ず管理簿を作成し，受払の都

度，正確に記載してくださいとの記載があることか

ら，預かり有価証券についても，歳計外に必ず計上

するといった取扱をここで定めることも有り得る。 

   （会計室会計課，行財政局法務支援課） 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：行財政局（税務部）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1)契約に関する事務 

ア 契約結果の公告を行うべきもの 

「画像ファイリング・精査合算・連携支援シ

ステム改修業務に係る委託契約」（契約期間  

平成 30 年 8 月 1 日（契約締結日）～平成 31年

3 月 31 日，契約金額 30,462,480 円）は，「地

方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令」の規定が適用される特定調

達契約に当たるため，契約の相手方を決定した

日の翌日から起算して 72日以内に同政令第 12

条及び契約規則第 27 条の 12 に定める公告を行

うべきところ，行っていなかった。 

（市民税課） 

政令，規則に定める公告を行うべきである。 

 

 

契約結果の公告が行われていなかっ

た原因は、注意不足による見落としの

ためであり人的ミスである。本件を所

属長より職員へ周知するとともに、契

約金額と適用基準額について十分に注

意するよう指導を行った。さらに、担

当者による点検、係長、課長による決

裁を徹底し、適正な事務手続きを行う

よう指導を継続する。 

 

 

措置済 

イ 市が決定した契約の枠組みを私人に実行させ

る方法を，再確認し，再構築するべきもの 

税制企画課において令和元年 11 月に，「ふる

さと納税寄附管理等業務に係る委託契約」を締

結した。委託内容には寄附の受付，寄附者情報

の管理，返礼品の発注・発送管理・代金の振込

みが含まれている。 

税制企画課は，当該業務委託契約を，私法上

の業務委託契約と設定し，契約しているが、返

礼品の発注・発送管理・代金の振込みに関し

て，受託者は本市が契約した調達先，品物，価

格で返礼品を調達し，返礼品の発注・発送管理

を行うこと，返礼品事業者から請求があった日

より 30 日以内に請求額を振り込むこと，を内

容としている。                   

（税制企画課） 

 

本市において私法上の業務委託契約は，委

任・準委任で，受託者が自己の裁量で他人の事

務を処理するものであり，このほか，仕事の完

成を目的とするものが含まれる場合がある。仕

事の完成を目的とするものは，具体的かつ一義

的に仕様書で定められる仕事の内容に基づき，

市が考えている枠組みで委託事業者

に実行させるにはどういうやり方、ど

ういう契約が良いのか、法務担当部署

などとも相談しながら再度検討する。 

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：行財政局（税務部）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

受託者が自己の裁量で仕事の完成に到達する。

仕事の完成（成果物）について仕様書で定義し

ている内容以外は，受託者に委ねられ，成果実

現の危険は受託者が負担する。本市の委託契約

約款は再委託は原則禁止とし，市の書面による

承諾が必要としているが，誰からいくらで調達

するかなどの再委託内容については，受託者が

自由に再委託先を使うことができる。 

私法上の事務・事業は私法上の契約により，

公法上の事務・事業は公法上の契約による。税

制企画課が考えている枠組みは，神戸市で決め

た内容で受託者に債務を負担させるというもの

であり公法上の契約によることもあり得る。地

方自治法施行令第 165 条の 3 では支出事務の委

託が予定されており，この制度は，従来私人に

対しても行われていた資金前渡に代えて導入さ

れ，受託先が債務を負担し，その債務を履行す

るために，正当債権者に対して支払いができる

制度である。支出事務の委託は、地方自治法施

行令第 161 条第 1 項第 15 号で物品を買い入れ

る契約で単価が定められているものも対象とな

っている。 

税制企画課が考えている枠組みを実行させる

にはどういうやり方が良いのか，支出事務の委

託とすることを含めて再確認し，再構築するべ

きである。 

(2) 財産管理に関する事務 

ア 電子記録媒体の構成管理，持出申請・承認を

適正に行うべきもの 

法務局からＣＤで登記情報の全件データの提

供を受け，このＣＤでもって，情報システムへ

のデータ搭載のため，複数回に渡りシステム開

発業者へデータ引き渡しを行い，その後，ＣＤ

の返却を受けている。システム開発業者との受

け渡しの際には，電子記録媒体貸出承認兼返却

確認簿に記録している。職員からの聞き取りに

よると，これらのＣＤは全部で 130 枚以上ある

とのことであるが，ＣＤに管理番号の附番はさ

 

まず，ＣＤの取扱いについては，法

務局から全市分の登記情報を受領する

にあたり，当初，必要なデータの容量

が把握できなかったため，データ受領

を進めていくうえで，法務局ごとに追

加のＣＤの取得が必要となるなど，事

務が煩雑になり，管理番号の付番漏れ

につながった。 

当該ＣＤについては，法務局からの

受領後、登記情報の取り込みのため委

託業者へ貸し出しを行っていたが，そ
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：行財政局（税務部）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

れておらず，ＣＤを管理していること自体を電

子記録媒体管理台帳に記載していない。 

また，法務局との経常的な登記情報データの

やりとり等でＵＳＢメモリを使用しており，こ

れらについては電子記録媒体管理台帳に記載し

ているが，実査日（令和元年 11 月 15 日）に照

合作業を行ったところ，電子記録媒体管理台帳

に記載されているＵＳＢメモリのうち 1個につ

いて，現物の存在が確認できなかった。本来の

電子記録媒体貸出承認兼返却確認簿による管理

が行われていない。     （固定資産税課） 

 

平成 21 年 5 月 29 日付けで，企画調整局情報

化推進部長より所属長宛に，「電子記録媒体等

の管理について（通知）」が発せられており，

この通知では，ＵＳＢメモリ等の書換可能な電

子記録媒体を所属内で集中して管理する場合の

台帳による構成管理，持出申請・承認を記録す

ることが定められている。 

情報にまつわる紛失，盗難，漏えい等さまざ

まなリスクに対処する観点から，構成管理，持

出申請・承認を適正に行うべきである。 

の際は，貸出承認兼返却簿に媒体名（Ｃ

Ｄ－Ｒ）と記載し，併せて，媒体その

ものに「法務局名―No.○○」と記載し

管理を行っており，紛失等は発生して

いない。 

この度の監査によるご指摘を受け，

当該ＣＤについては，物品数の確認を

再度行ったうえで，令和２年３月 31日

に廃棄処理とした。 

次に，ＵＳＢメモリの取扱いについ

て，ご指摘のＵＳＢについては，管理

台帳上平成 24 年１月 27 日に取得した

ものとして記載しているが，以後の貸

出承認兼返却簿等に記載がなく，利用

した痕跡そのものが残っていない。 

この度のご指摘を受け，当該ＵＳＢ

について，廃棄処理とともに，ＵＳＢ

等の電子記録媒体に関して，棚卸を令

和２年３月 31日に改めて実施した。 

固定資産税課においては，今後，定

期的に棚卸を行っていく。 

 

イ 債権の管理を適正に行うべきもの 

税務部において，債権管理が適正に行われて

いない事例があった。 

財務会計システムから出力される収入未済兼

過誤納一覧表には，次の未収債権が記録されて

いる。これらは，申告等により配当割・株式等

譲渡所得割控除不足額の還付を行った後，再度

の申告等により還付し過ぎたことが判明し，そ

の返還を求めたものである。 

 

 

歳入 
徴収課 

調定 
年度 

件
数 

調定 
金額 

収入 
未済額 

東灘市税

事務所 
令 和 元

年度 
3 21,538

円 
21,538

円 
東灘市税

事務所 
平成 26
年度 

1 755 円 755 円 

配当割の戻入に関する債権管理につ

いて適正に行われていなかったのは、

事務担当者の役割が不明確であったた

めである。改めて、役割を明確にした

うえで、債権管理に関する事務マニュ

アルを令和 2 年 5 月に作成した。今後

は、適切な債権管理事務を実行してい

く。 

また、欠損処理すべき３件に関して

は、令和 2 年 5 月 13 日に欠損処理が

完了した。 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：行財政局（税務部）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

兵庫市税

事務所 
平成 23
年度 

1 13,098
円 

13,098
円 

垂水市税

事務所 
平成 20
年度 

1 20,315
円 

20,315
円 

垂水市税

事務所 
平成 25
年度 

1 99 円 99 円 

 

当該債権は，市税事務所で調定と納入の通知

を行い，納付期限から１か月を過ぎると，収納

管理課から督促状の発送が行われ，督促状発送

管理簿で記録されているが，その後の，催告，

納付交渉を行っていない。平成 25年度以前の

調定分については，時効が完成していると考え

ざるを得ないが，実査日（令和元年 11月 1

日）時点で，不納欠損処分はされておらず，未

収債権として残っている。 

（市民税課，収納管理課） 

 

督促だけでなく，催告，納付交渉を行い，そ

れらを記録し，時効が完成した未収債権は，不

納欠損処分するべきである。 

民間の場合，自らの業務の過程で発生した未

収金は自ら責任をもって回収できるまで対処す

る。市の業務でもそのときの担当ラインはあっ

たはずで，自分で責任をもって回収にあたるべ

きで，なぜ回収できなかったかを明らかにして

引継ぎを確実に行うべきである。 

今後の対応・体制だけでなく，そもそもの原

因から詰めていかなければ，また同じことが起

きる恐れがあり，組織を強固なものにしていけ

ない。誰が担当し，どこに原因があったか，誰

が引継ぎをしなかったか，原因をできる限り調

べて今後に活かすべきである。 
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1) 支出に関する事務 

ア 旅行命令書を作成するべきもの 

第 55 回全国衛生化学技術協議会年会（平成

30 年 11 月 29 日）への参加について，参加者 4

名のうち 2名（旅費は科学研究費（準公金）で

支出）の旅行命令書の作成が確認できなかっ

た。 

旅費制度運用マニュアルでは，「旅行命令書

は，旅費支出の根拠となるだけでなく，そも 

そも出張を命じられるという服務上の意味を

有しているものですので，基本的に事前に所属

長等の決裁（命令行為）が必要です。」と説明さ

れている。       （環境保健研究所） 

旅行者全員について，旅行命令書を作成する

べきである。 

 

 

科学研究費で参加した者の旅行命

令書が作成されていなかった原因

は，旅行命令書が，旅費支出の根拠と

なるものだけと解釈していた為であ

る。 

令和 2年 2月 21 日，部長会（所属

長，感染症部長，生活科学部長，事務

係長）で，科学研究費で参加する場合

は，必ず旅行命令書を作成するよう

に周知徹底した。 

 

 

 

 

 

 

措置済 

(2) 契約に関する事務 

ア 経理契約するべきもの 

保健福祉局では，令和元年度財務定期監査に

おいて次のような印刷物調達事例があった。 

（事例）印刷物の調達契約 

件名 数量 
見積日 

(発注先) 
発注日 

納期限 

納品日 

契約 

金額 

①こうべ口

と歯の健康

プラン（第 2

次）冊子 

1,800 

冊 
H30.4.26 H30.4.27 H30.5.28 

297,432 

円 

②こうべ口

と歯の健康

プラン（第 2

次）概要版 

25,000

部 
H30.4.26 H30.4.27 H30.5.28 

297,000 

円 

上記 2件の印刷物を調達するため，それぞれ

仕様書を作成し，同時期（見積合せ依頼日は確

認できなかった）に実施した同じ複数業者を対

象にした 2件の見積合せにより，ともに最安値

を提示した同じ業者あて発注していた。 

しかしながら，上記 2 件は関連する内容で，

発注先の見積日，発注日及び納期限も同日とな

っており，実質的には 1回の意思決定により行

っている契約（合計 594,432 円）と考えられる。 

発注時，保健所に適用されていた事業所長等

専決規程別表第 2（現在は，神戸市長の権限に

 

当該 2件の契約は，趣旨の異なる 2

種類の印刷物の調達契約であり，そ

れぞれ作成を進め，それぞれ見積合

わせにより業者を選定したが，結果

的に同じ業者が選定され，同日に発

注することとなった。 

 監査でのご指摘を受け，所属内で

指摘事項を共有し，契約事務手続き

や専決規程を再確認した。 

 今後は，今回のように関連する内

容の複数の印刷物について同時期に

発注することが見込まれる場合は，1

契約として予定価格に応じて専決規

程に基づき適切な契約手続きを進め

ていく。 
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

属する事務の専決規程 別表第 6 が適用され

る。）「調達（物件，労力，その他）」では，保健

所（第 1 類事業所）課長は印刷料金（市長が指

定する採用等の試験又は選考の問題集又は解

答用紙の印刷に係るものを除く）については 30

万円以下について専決できるとされていたが，

上記 2件を 1 契約と考えると，専決できる範囲

を超えていた契約と考えられる。（保健課） 

経理契約として契約監理課あて要求するべ

きである。 

 

(3) 財産管理に関する事務 

ア 金庫を適正に管理するべきもの 

保健福祉局では，勤務時間中は金庫の鍵が

施錠されていない事例があった。 

現金取扱事務の手引によれば，金庫に関し

ては以下の点等に注意するよう定められてい

る。 

・必要な時以外はダイヤルとロックの二重

施錠をしてください。 

・鍵の管理は，課長・係長等が行うなど責

任者及び取扱者を特定し，勤務時間外は

鍵を持ち帰るなど厳重に管理してくださ

い。 

また，現金等管理マニュアルにおいても，

「現金等の管理においては，勤務時間内外を

問わず１人で預金通帳から現金を引き出した

り，保管現金や郵便切手類等を取り出すこと

ができないしくみが必要です。」とされてい

る。 

（斎園管理課（斎場管理センター），環境保健研究所） 

  勤務時間中も金庫は適正に管理するべきで

ある。 

 

 必要な時以外は金庫を二重施錠す

ることを徹底し，金庫の鍵について

は，センター長・係長が厳重に管理し

ている。 

（斎園管理課（斎場管理センター）） 

 

勤務時間中に金庫の鍵が施錠され

ていなかった原因は，勤務時間中は，

手提げ金庫を事務室で管理している

ので金庫の施錠が不要と考えていた

為である。 

令和 2年 2月 21 日（金）11 時，部

長会（所属長，感染症部長，生活科学

部長，事務係長）で報告し，令和 2年

2 月 24 日（火）朝礼にて，所属長か

ら事務職員に対して，必要な時以外

は，金庫をダイヤルとロックの二重

施錠するように周知徹底した。なお，

同日付けで上記の通り改善を行っ

た。     （環境保健研究所） 

 

措置済 
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イ 電子記録媒体の構成管理，持出申請・承認

を適正に行うべきもの 

平成 21 年 5 月 29 日付けで，企画調整局情

報化推進部長より所属長あて「電子記録媒体

（ア）平成 21 年 5 月 29 日付け企情

第 775 号企画調整局情報化推進部長

通知「電子記録媒体等の管理につい

て」の内容に関する認識不足や，課内

措置済 
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

等の管理について（通知）」が発せられてお

り，この通知では，ＵＳＢメモリ等の書換可

能な電子記録媒体を所属内で集中して管理す

る場合の台帳による構成管理，持出申請・承

認を記録することが定められている。 

構成管理，持出申請・承認を適正に行って

いない次の事例があったので，情報にまつわ

る紛失，盗難，漏えい等さまざまなリスクに

対処する観点から適正に管理するべきであ

る。 

（ア）電子記録媒体管理台帳又は電子記録媒体

貸出承認兼返却確認簿を作成していない事

例 

（健康政策課, 地域医療課） 

（イ）電子記録媒体管理台帳は作成しているも

のの，現物が確認できないものがある，電

子記録媒体管理台帳に掲載されていない電

子記録媒体がある，又は電子記録媒体管理

台帳に媒体管理者や保管場所の変更を反映

していないなど，電子記録媒体管理台帳が

正確でない事例 

（政策課，監査指導課，人権推進課，くら

し支援課，斎園管理課（墓園管理センタ

ー）） 

（ウ）電子記録媒体貸出承認兼返却確認簿にお

いて返却確認をしていないままになってい

る電子記録媒体があった事例 

 （政策課，保健課，北衛生監視事務所） 

 

周知ができていなかったことが原因

である。 

財務定期監査（令和元年 11月 5日）

におけるご指摘を踏まえ，速やかに

電子記録媒体管理台帳及び電子記録

媒体貸出承認兼返却確認簿を整備

し，改善の措置を講じました。 

（健康政策課） 

 

 平成21年 5月 29日付け企情第775

号企画調整局情報化推進部長通知

「電子記録媒体等の管理について」

の課内周知ができていなかったこと

が，電子記録媒体管理台帳が作成さ

れていなかった原因である。 

令和元年 10 月 28 日に，課内で使

用しているＵＳＢメモリ 3 本に管理

番号を付番し，電子記録媒体管理台

帳を作成した。 

令和元年 11月 6日の課内朝礼にお

いて，課の職員に電子記録媒体等の

管理手順を周知した。 

現在に至るまで，課内でのＵＳＢ

メモリ貸し出しについては貸出承認

兼返却確認簿で把握し，電子記録媒

体管理台帳（紙に出力したもの）によ

って管理している。 

今後，令和 2 年 4 月 1 日からは，

令和 2 年 2 月 10 日付け企情第 4947

号企画調整局情報化戦略部情報政策

担当課長（情報セキュリティ管理者）

通知「電子記録媒体等の管理手順の

変更について」に基づき，施設備品管

理機能とワークフロー申請機能によ

って，貸出状況を把握する。 

また，電子記録媒体管理台帳のデ

ータを全庁ファイルサーバ内に保管

し，引き続きＵＳＢメモリを適正に
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管理する。     （地域医療課） 

 

（イ）電子記録媒体管理台帳が正確

でなかった原因は，ＵＳＢメモリ廃

棄の際に台帳への記載を失念してい

たこと，組織改正に伴い他課から移

管されたＵＳＢメモリの台帳への反

映が漏れていたことであった。 

 電子記録媒体管理台帳への記載を

徹底するよう各所属内へ再度周知し

た。          （政策課） 

 

ＵＳＢメモリについては，管理番

号を付して施錠可能な棚の中に保管

しており，使用の際には所属長の承

認を得，返却の際にはデータの消却

を確認した上で所属長に返却したこ

との確認を受け，これらの事項につ

いて管理簿への記載を行っている。 

しかしながら，指摘にあるように

10個のＵＳＢメモリのうち2個につ

いて現物が確認できないものがあ

り，現職員及び転出職員への確認等

の調査を行いましたが，所在が不明

であり，その原因も不明である。 

保有に伴うリスク低減のため，Ｕ

ＳＢメモリの保有数については，現

在の使用頻度に合わせることとし，

1 個については貸出し元の情報化戦

略部へ令和 2 年 3 月 11 日付で返却

し，5 個については企画調整局情報

化戦略部情報政策担当課長通知「電

子記録媒体等の管理手順の変更につ

いて」（R2.2.10 付企情第 4947 号）

に従い，令和 2 年 3 月 13 日付で物理

的破壊のうえ廃棄処分を行い，残り

を 2 個とし必要最小限度の保有数と

しました。 
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

今後，全職員へ周知のうえ意識向

上を図り，上記の管理をより一層徹

底するとともに所属長による定期点

検を実施する。  （監査指導課） 

 

廃棄処分済のＵＳＢについて，管

理台帳に記載されたままになってい

たため，管理台帳の削除を行った。 

（人権推進課） 

 

① 電子記録媒体管理台帳に掲載さ

れていない電子記録媒体がある 

・原因 

平成 31 年度の組織改正により，他

課から移管されたラインのＵＳＢで

あるが，組織改正等により，備品や有

価証券等の統合作業が多大に発生し

たことにより，台帳掲載作業が漏れ

ていた。 

・措置実施年月日 

令和元年 10 月 17 日，当該ＵＳＢ

について電子記録媒体管理台帳への

掲載済。 

また，令和 2年度についても，電子

記録媒体管理台帳の更新済。 

 

② 電子記録媒体管理台帳に媒体管

理者や保管場所の変更を反映してい

ない 

・原因 

平成 31年度の組織改正で他課から

移管された事業やラインについて，

備品や有価証券等の統合作業が多大

に発生したことにより，台帳への変

更反映が漏れていた。 

・措置実施年月日 

令和元年 10 月 17 日，電子記録媒

体管理台帳の変更を反映済。 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

また，令和 2年度についても，電子

記録媒体管理台帳の更新済。 

（くらし支援課） 

 

電子記録媒体管理台帳に掲載され

ていないＵＳＢメモリについて令和

2 年 3 月 31 日に整理のうえ，すべて

記載しました。 

（斎園管理課（墓園管理センター）） 

 

（ウ）電子記録媒体を返却している

にもかかわらず，貸出承認兼返却確

認簿への記載を失念していたことが

原因であった。 
 電子記録媒体貸出承認兼返却確認

簿への記載や，返却確認を使用の都

度に行うよう周知徹底するととも

に，定期点検を実施することで，改善

の措置を講じた。    （政策課） 
 
 当該ＵＳＢメモリは，貸出承認簿

上では返却されていない状態であっ

たが，定期的に対象職員が鍵付きの

キャビネットで管理していることを

確認することで，引き続き貸出中で

あるとの管理をしてきていた。 
監査でのご指摘を受け，一度当該

ＵＳＢメモリの返却を受け，電子記

録媒体管理台帳に対象者へ長期貸出

中の旨を記載し，改めて個人にＵＳ

Ｂメモリを渡して管理している。 
（保健課） 

 

今後，電子記録媒体の返却時には，

返却確認を実施するように周知徹底

をした。      （北衛生監視事務所） 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

ウ 債権の管理を適正に行うべきもの 

財務会計システムから出力される収入未済

兼過誤納一覧表には，収入未済調定が記載さ

れているが，次のとおり調定データの削除漏

れや債権が適正に管理できていない事例があ

った。 

（事例） 

 
科目- 
事業 

内容 

（科目名・事業
名） 

調定 
年度 

件数 

調定 

金額 
（円） 

収入 

未済額 
（円） 

① 
4035- 

10 

ひよどり台ホーム 

雑入 

平成 
24 年
度 

1 21,083 21,083 

 
うち 

削除漏れ 

平成 
24 年
度 

1 21,083 21,083 

② 
0402- 
03 

ひよどり台ホーム 
駐車場（職員） 

平成 
24～28

年度 

5 17,000 17,000 

③ 
0440- 
05 

ひよどり台ホーム 
自己負担金収入 

平成 
24～27

年度 

7 169,178 169,178 

 
うち 
削除漏れ 

平成 

24 年
度 

4 145,954 145,954 

④ 
3927- 
01 

ひよどり台ホーム 
職員給食費 

平成 

23～28
年度 

30 84,800 84,800 

⑤ 
3703- 

29 

在日外国人等 

福祉給付金返還金 

平成 
14～25
年度 

4 487,092 487,092 

 
うち 

削除漏れ 

平成 
25 年
度 

1 101,046 101,046 

⑥ 
3703- 
46 

デイサービス利用
料等 

平成 
12 年

度 

3 761,120 761,120 

 計 

合 計  50 1,540,273 1,540,273 

 
うち 
削除漏れ 

 6 268,083 268,083 

 
削除漏れ

以外 
 44 1,272,190 1,272,190 

聞き取りによると，上記の調定のこれまで

の債権管理の状態等は，調定データの削除漏

れが合計 6件 268,083 円で，督促時の再調定

による二重調定，若しくは，実査後，財務会

計システムより抽出した過年度の収納データ

一覧（情報化戦略部より入手）で収納状況を

確認したところ，会計科目・事業名・期別・

調定内容・債務者が同一の調定が別に登録さ

れており収納済であることが判明したことに

より，それぞれ誤って調定されたデータと判

断できるため，調定データを削除したとのこ

 債権の管理が適正に行われていな

かった原因は，施設の閉鎖，サービス

の廃止等により施設から引継ぎをし

た際に，十分な引継ぎが行われてお

らず，どのような債権が残っている

のか，経過がどうなのかが分かる書

類も無かったこと，その後も確認を

行っていなかったことから起こった

ものであった。 

指摘事項の必要な台帳の整備につ

いては，収入状況を確認の上，誤った

調定データを削除するとともに，債

権管理台帳を作成しており，対応済

みである。 

あわせて，未収となっている債権

については，回収に向けて，電話催促

等を行っている。 

また，債権のうち時効が成立し消

滅したものについては，不納欠損処

分，債権放棄の手続きを進めていく。 

今後，同様の間違いが生じないよ

うに，年 4 回財務会計関連の帳票を

確認する際に，合わせて確認するこ

とにより，定期的にチェックする体

制を整えた。 

措置方針 
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

とである。 

この削除漏れ以外の合計 44 件調定金額

1,272,190 円については，いずれも財務会計シ

ステム以外には債権管理台帳を作成しておら

ず，督促等の時効中断事由，納付交渉の経緯

等の記録がなく，督促状送付後の債権管理も

行われていなかった。   （高齢福祉課） 

調定データの削除漏れについては，過年度

の収入未済調定は，過年度決算において確定

額として公表されているものであり，その重

要性に鑑みると，誤って登録していたことが

判明したからと言って安直に削除すれば済む

というものではなく，当初の調定時や決算時

において，調査，確認等を慎重に行うべきで

あり，誤って登録した調定については，遅く

とも登録した年度の出納閉鎖までに財務会計

システムから削除し，正しい決算値とするべ

きである。 

調定データの削除漏れ以外については，市

の債権の管理に関する事務処理は，神戸市債

権の管理に関する条例で定められており，債

権を適正に管理するため必要な台帳を整備す

ること（第 5 条）や，履行期限までに履行し

ない場合は期限を指定して督促状を発して督

促しなければならない（第 6 条）ことが定め

られている。 

また，債権のうち時効が成立し消滅したも

のは，不納欠損処分を行い決算値に反映する

ことが必要とされている。 

強制徴収公債権，非強制徴収公債権は地方

自治法の規定により，消滅時効の期間は 5 年

で，時効の援用は不要，私債権は民法の規定

により，時効の援用は必要であるが，時効期

間満了後は，債権の管理に関する条例の規定

により債権放棄も可能となっている。 

このことから，滞納の初期段階での対処方

法を構築するほか，督促，催告の時効中断事

由や納付交渉の記録をする必要がある。ま
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指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

た，上表の債権には，公債権，私債権のいず

れもあり，それぞれ債務者や債権の内容等の

調査を尽くす必要があるが，それでも不明な

ものは，債権の管理に関する条例の規定に基

づく債権放棄の手続を進め，不納欠損処分す

るべきである。 

民間の場合，自らの業務の過程で発生した

未収金は自ら責任をもって回収できるまで対

処する。市の業務でもそのときの担当ライン

はあったはずで，自分で責任をもって回収に

あたるべきで，なぜ回収できなかったかを明

らかにして引継ぎを確実に行うべきである。 

今後の対応・体制だけでなく，そもそもの

原因から詰めていかなければ，また同じこと

が起きる恐れがあり，組織を強固なものにし

ていけない。誰が担当し，どこに原因があっ

たか，誰が引継ぎをしなかったか，原因をで

きる限り調べて今後に活かすべきである。 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：環境局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1) 財産の管理に関する事務 

ア 市が構築したパソコンの統制を受けるべき

もの 

ソフトウェア資産管理基準によると，調達方

法にかかわらず市で使用するすべてのパソコ

ンに対して情報基盤管理者（企画調整局情報化

戦略部担当課長（情報システム担当））より指

示されるＰＣ管理番号のラベルを貼付し，必要

な対策をとらなければならない旨を定めてい

る。 

また，情報セキュリティ対策基準によると，

情報セキュリティ管理者（企画調整局情報化戦

略部担当課長（情報政策担当））は，適正に情

報セキュリティ対策を推進・管理するための基

礎資料として，情報システム台帳を作成し，整

理する旨や，業務システム管理者（各業務シス

テムを所管する課の長）は，情報システムを新

たに調達したり，既にある情報システムを廃止

したりしたときは，情報セキュリティ管理者か

らの求めに応じて，その旨を報告しなければな

らない旨を定めるとともに，必要な対策をとら

なければならない旨を定めている。 

専用システムＰＣは必ず1つ情報システムを

備えるのであり，令和元年 5月 7 日付「情報シ

ステム台帳への登録・更新について（依頼）」

においても，ハードウェア台帳上の専用パソコ

ンのうち，情報システムコードが付与されてい

ないものについては情報システム台帳への新

規登録やハードウェアの廃止申請など，現況に

応じて必要な手続きを行うことを依頼してい

る。 

しかしながら，全6クリーンセンターのうち，

3 クリーンセンターでは，それぞれ当初平成 12

年に調達し平成 21年に更新したパソコン 4台，

平成 29 年に調達したパソコン 4台，当初平成 7

年に調達し平成 27年に更新したパソコン 4 台

に管理番号がなく，市が構築したパソコンの統

 

 

「搬入車両重量計量システム」は計

量設備の一部として導入された経緯か

ら，情報システム台帳への登録は不要

であると思い込み，情報システム台帳

等への登録を行っていなかった。 

専用システムＰＣについては，その

定義と情報システム台帳をはじめとす

る各種台帳への登録手続きが必要であ

ることを令和2年2月13日の副所長会に

おいて周知した。 

また，指摘を踏まえ，当該システム

については，情報システム台帳への登

録を行い，構成される専用システムＰ

Ｃについて管理番号の付与を受け，ソ

フトウェア資産に関する手続き（ライ

センス台帳，インストール管理台帳へ

の登録）を実施し，東クリーンセンタ

ーは令和2年3月2日，港島クリーンセン

ターは令和2年3月31日に各台帳への登

録が完了，西クリーンセンターは令和2

年3月31日に申請手続きが完了し，令和

2年4月7日に各台帳への登録が完了し

た。 

 

 

 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：環境局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

制を受けない状態であった。 

これらのパソコンは，搬入出車両の重量計量

によりごみ量，搬入手数料の計算，集計を行う

「搬入車両重量計量システム」を運用する専用

システムＰＣとのことであるが，「搬入車両重

量計量システム」は情報システムコードがな

く，この情報システムも市が構築したパソコン

の統制を受けない状態であった。 

当該クリーンセンターによると，当該システ

ムは計量棟内に設置されるスタンドアロンシ

ステムで，その用途並びに使用場所は極めて限

定的な専用パソコンであるため，情報システム

台帳への登録は不要と考え，情報システム台帳

の登録は行わず，管理番号の付与も受けていな

い状況になっていた，とのことであった。 

（東クリーンセンター，港島クリーンセンター，

西クリーンセンター） 

 

ソフトウェア資産管理基準，情報セキュリテ

ィ対策基準に基づき，管理番号のないパソコン

は管理番号の付与を受けるとともに，「搬入車

両重量計量システム」の専用システムＰＣとし

て情報システムコードの付与を受け，必要な情

報セキュリティ対策をとるべきである。 

 

イ パソコン，ソフトウェアの管理を適正に行う

べきもの 

ソフトウェア資産管理基準によると，情報基

盤管理者は，ソフトウェア資産を適切に管理す

るために，パソコン・ソフトウェア管理システ

ムを整備し，①ハードウェア台帳，②インスト

ール管理台帳，③ライセンス台帳，④ソフトウ

ェア媒体管理台帳を管理しなければならない，

としている。また，ソフトウェア資産管理手順

書によると，ソフトウェア資産に変更がある場

合，情報管理者（情報資産を取り扱う課の長）

及び業務システム管理者（以下，「情報管理者

等」という。）は，所管する範囲で所有するソ

 

 

（ア）インストール管理台帳への未登

録については「AutoCAD LT2016」のラ

イセンスを使用し，インストールする

際に「AutoCAD LT2017」へバージョン

アップを行ったが，インストール申請

を失念していたため，インストール管

理台帳への記載が漏れてしまったもの

である。 

今回の件については令和 2 年 1 月 28

日に登録手続きを実施した。併せて，

適正管理及び再発防止の観点から「ソ

 

 

措置済 
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指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

フトウェア資産に関する手続きを速やかに上

記台帳に反映しなければならず，さらに，情報

管理者等は，所管するソフトウェア資産につい

て，棚卸を実施し，台帳と現状が一致しない場

合は，申請を行い，現状に一致させなければな

らない，としている。 

(ア) ソフトウェア資産において，③ライセンス

台帳に記載があり，②インストール管理台帳

に記載のないソフトウェアがあったが，実際

のパソコンには当該ソフトウェアがインスト

ールされている事例があった。  （施設課） 

                          

パソコンに，③ライセンス台帳にあるソフト

ウェアをインストールする場合は，インストー

ル申請もあわせて行うべきである。 

 

(イ) 市民開放用の専用システムＰＣについて，

①ハードウェア台帳への登録はあるものの，

②インストール管理台帳によるとインストー

ルされていることとなっているセキュリティ

ソフトがインストールされていなかった事例

があった。なお，現在では当該パソコンの本

来の市民利用は確認できず，インターネット

にも接続されていない状況であった。 

                （北事業所） 

台帳と現状が一致しない場合は，申請により

一致させるべきである。また，利用実績のない

パソコンについては，処分を検討するべきであ

る。 

 

フトウェア資産管理基準」を参考に令

和 2 年 2 月 6 日の課内会議でインスト

ール管理台帳への登録手続きについて

各担当者へ周知徹底を行った。 

 

（イ）指摘のあった「ウイルスバスタ

ークラウド」について，アンインスト

ール申請し台帳と一致させた。また，

ソフトウェアライセンスの期限が到来

する本年 5月 31 日以降，速やかにソフ

トウェアの廃止手続きを行った上で，

あわせてパソコン自体も処分する予定

である。 

 

 

 

 

 

措置済 

 

ウ ＥＴＣカードの管理を適正に行うべきもの 

平成 17 年 9 月 12 日付「ＥＴＣカードの取扱

いについて（通知）」によると，カード受け入

れ時点で「ＥＴＣカード管理簿」を作成し，カ

ード番号を記入のうえ，物品管理者の決裁を受

けることとなっている。また，ＥＴＣカード使

用者は「ＥＴＣカード使用簿」に使用日及び使

用区間を記入し，認印を押印のうえ，運転日報

 

(ア)金庫内の未使用のＥＴＣカードに

ついては，平常業務では使用しておら

ず，災害時に市内及び他都市応援等で

緊急に使用する可能性があるため，業

務課において保管することが必要と考

えている。 

当該ＥＴＣカードの保管にあたって
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：環境局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

とともに事務担当者に提出することとなって

いる。 

令和 2年 1月の実査日時点で以下のような事

例があった。 

(ア) 金庫内に保管するＥＴＣカードのうち 9 枚

について，「ＥＴＣカード管理簿」にその記載

がなかった事例         （業務課） 

                             

(イ) 「ＥＴＣカード管理簿兼使用簿」という様

式を作成していたが，これは上記通知が示す

「ＥＴＣカード使用簿」に当たり，受け入れ

たすべてのＥＴＣカードについて構成管理を

行う「ＥＴＣカード管理簿」は作成されてい

なかった事例        （兵庫事業所） 

 

(ウ) ＥＴＣカードの枚数は把握しているもの

の，受け入れたすべてのＥＴＣカードについ

て構成管理を行う「ＥＴＣカード管理簿」が

作成されていなかった事例   （西事業所） 

        

ＥＴＣカードの不正使用を未然に防ぐため

にも，通知に従い「ＥＴＣカード管理簿」を作

成し，物品管理者の決裁を受け，管理するべき

である。 

 

は，指摘をふまえて「ＥＴＣカードの

取り扱いについて」の通知に記載の「Ｅ

ＴＣカード管理簿」を作成した。また，

使用する際は「ＥＴＣカード使用簿」

に必要事項を記入するなど適切な管理

に努めていく。 

 

（イ）「ＥＴＣカード管理簿」が作成さ

れていなかった原因は，平成 17 年 9 月

12 日付「ＥＴＣカードの取扱いについ

て（通知）」を確認することなく，「Ｅ

ＴＣカード管理簿兼使用簿」という様

式を独自に作成したためであった。 

 令和 2年 2月 14 日，上記通知に従っ

て，「ＥＴＣカード管理簿（標準様式

１）」を作成のうえ物品管理者の決裁を

受けた。 

 今後，会計規則等に則って適正に事

務処理を行うよう朝礼時に周知した。 

 

(ウ)ＥＴＣカードの管理について，総

枚数だけを記載し，物品管理者の確認

印を押印するのみの取扱いとしてい

た。 

指摘事項について，管理事故の発生

を抑制する目的で，予備ＥＴＣカード

を削減した令和1年7月17日に遡り「Ｅ

ＴＣカード管理簿」を作成した。 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1)支出に関する事務 

ア 適正な時期に支出負担行為を行うべきもの 

北区健康福祉課では，本区一般会計分の郵便料

金は利用月ごとに請求のあった金額を資金前渡

し，指定口座に入金して口座振替により定例支出

のうえ精算しており，平成 31年 3月分（3月１～

31 日郵送分）の後納郵便料金 779,932 円は，平成

30 年度予算で次の日程で支払処理をしていた（他

に北神区役所分を含む 3件について同様に処理）。 

支出負担行為兼支出命令書起
案（資金前渡） 

平成31年4月 8日 

「次回口座振替のお知らせ」
受理 

平成31年4月 9日 

金融機関支払済日（資金前渡） 平成31年4月12日 

口座振替（用務終了） 平成31年4月22日 

前渡金精算 平成31年4月22日 

同課では，支出決議のたび支出負担行為兼支出

命令書により支出負担行為を行っていたため，3月

分の後納郵便料金については，支出負担行為を平

成 31年 4月 1日以降となる 4月 8 日に行い，平成

30 年度予算で支出していた。 

後納郵便料金については，地方自治法施行令第

143 条第 1 項第 3 号に規定する電信電話料の類に

該当し，会計年度は「その支出の原因である事実

の存した期間の属する年度」とすることとなって

いる。また，出納整理期間中に旧年度に属する新

たな支出負担行為はできない。 

（北区健康福祉課） 

3 月分の後納郵便料金について，旧年度（3 月が

属する年度）予算で支出する場合は，支出負担行

為は旧年度中に行うべきである。 

 

 

例月処理として，「支出負担行為

兼支出命令書」により支出負担行為

額の入力を行っていたために生じ

た財務会計システム入力上の誤り

である。 

後納郵便料金については，年度内

に財務会計システムで「支出負担行

為書」の入力を行い，支出するよう

関係職員に周知徹底しており，令和

2 年 3月分について，令和元年度中

に支出負担行為を行った。 

 

 

措置済 

 

(2) 契約に関する事務 

ア 適正な契約をするべきもの（通知内容と異なる

契約となっている事例） 

平成 20 年度よりタクシー乗車使用契約につい

ては各所属において毎年単年度契約するよう通知

されているが，区役所において，この通知と異な

る方法により，契約期間に係る「本契約期間は契

約日（平成 20 年 4 月 1 日）より向う 1 ヵ年とす

 

タクシー乗車使用契約について，

毎年単年度契約を行うとの取扱通

知の周知が徹底できておらず，令和

元年度まで，自動更新条項を含む契

約書により契約していた。 

当該取扱通知を改めて関係職員

に周知徹底しており，令和 2 年度の

 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

る。」の規定に併せて「本契約期間満了 1ヵ月前ま

でに甲乙いづれからも解約の申出がない時は，引

き続き効力を有するものとし，爾後も同様とす

る。」といった自動更新条項が規定された契約を締

結し，そのまま平成 31 年度においても契約が継続

されていた事例があった。 

         （北区健康福祉課） 

通知文の内容に従い，適正に契約するべきであ

る。 

契約については，取扱通知に従い，

単年度契約を締結した。 

(3) 財産管理に関する事務 

ア 電子記録媒体の構成管理，持出申請・承認を適

正に行うべきもの 

平成 21 年 5 月 29 日付けで，企画調整局情報化

推進部長より所属長あて「電子記録媒体等の管理

について（通知）」が発せられており，この通知

では，ＵＳＢメモリ等の書換可能な電子記録媒体

を所属内で集中して管理する場合の台帳による構

成管理，持出申請・承認を記録することが定めら

れている。 

構成管理，持出申請・承認を適正に行っていな

い次の事例があったので，情報にまつわる紛失，

盗難，漏えい等さまざまなリスクに対処する観点

から適正に管理するべきである。 

（ア）電子記録媒体管理台帳を作成していない事

例         （西区生活支援課） 

（イ）電子記録媒体管理台帳は作成しているもの

の，現物が確認できないものがある，又は電

子記録媒体管理台帳に掲載されていない電子

記録媒体があるなど，電子記録媒体管理台帳

が正確でない事例 

（兵庫区健康福祉課，北神区役所保健福祉課，

北神区役所こども家庭支援課） 

（ウ）電子記録媒体の持出しを行う際に，所属長

の承認を得ていない事例 

（東灘区健康福祉課） 

 

 

（ア） 

平成 27 年度に電子記録媒体貸出

承認兼返却確認簿と持ち出し承認

兼返却確認簿は作成していたが，

「電子記録媒体等の管理について」

の通知の理解不足により，電子記録

媒体管理台帳を作成していなかっ

た。 

令和 2 年 1 月 27 日に当該管理台

帳を作成済である。 

 

（イ） 

電子記録媒体と管理台帳との齟

齬については，定期的な点検を適正

に実施していなかったことが原因

であった。 

「電子記録媒体等の管理につい

て」の通知に即して，電子記録媒体

と台帳の点検確認を実施し，台帳の

整理・更新を行った。 

今後も定期的に点検確認を実施

し，適正な管理に努める。 

 

（ウ） 

当該電子記録媒体の持出し先が

庁舎内の区会計室であったことか

ら，所属外への持出しに当たらない

と錯誤したため，所属長の承認を得
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措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

ていなかった。 

関係職員に対して，庁内であって

も他所属に電子記録媒体を持ち出

す際には所属長決裁を経ることを

周知徹底しており，同様の事務処理

にあたっては，所属長の承認を得て

いる。 

イ 債権の管理を適正に行うべきもの 

区役所に係る財務定期監査において，財務会計

システムから出力される収入未済兼過誤納一覧表

に掲載されている収入未済債権の調定内容，これ

までの債権管理の状態について確認したところ，

次のとおり調定データの削除漏れや債権に係る調

定データを適正に管理できていない事例があっ

た。 

（ア）調定データの削除漏れとなっていた事例 

（事例 1）調定データの削除漏れ 

（事例 2 の差押えデータを除く） 

 
科目- 

事業 

科目名

事業名 

調定 

年度 
件数 

調定 
金額 
（円） 

収入 
未済額 
（円） 

調定課 

① 9002- 
事業等
所得税 

令和 
元年度 

1 211 211 
東灘区 
健康福祉課 

② 9001- 
給与所

得税 

平成 
28～30
年度 

4 3,316 3,316 
東灘区 
こども家庭
支援課 

③ 9002- 
事業等

所得税 

平成 
29 年
度 

2 3,578 3,578 
東灘区 
こども家庭
支援課 

 計   7 7,105 7,105  

聞き取りによると，上記の調定のこれまでの債

権管理の状態等は，①～③の所得税 7件 7,105 円

は，調定課が開催したイベントの講師等に係る源

泉徴収税に係る調定データで，いずれも誤って作

成した調定データを削除するべきところ調定登録

を削除し忘れたものとのことである。            

（東灘区健康福祉課，東灘区こども家庭支援課） 

誤って登録した調定については，削除するべき

である。 

過年度の収入未済調定は，過年度決算において

確定額として公表されているものであり，その重

要性に鑑みると，誤って登録していたことが判明

（ア） 

指摘のあった削除漏れとなって

いる調定データについて，①の令和

元年度分は削除し，②及び③の過年

度分は調定減額決議を行った。 

関係職員に対して，誤った調定デ

ータは直ちに削除すること，また，

財務会計システムより出力される

収入未済一覧表の活用により，収入

未済を点検し，調査・確認等を慎重

に行ったうえで，誤った調定データ

があればその都度削除することを

周知徹底した。 

 

（イ） 

保育料の調定決議は福祉情報シ

ステムで行うが，未納保育料や差押

えに係る調定決議は福祉情報シス

テムが対応していないため財務会

計システムで行っており，その件数

が少ないことから，財務会計システ

ムで出力される収入未済一覧表の

確認を行っていなかったため，事務

処理が漏れていたものである 

④については，滞納調書を作成の

うえ，滞納管理を開始しており，⑤

については，過年度の調定減額決議

を行った。また，⑥～⑧については，

調定データを削除した。 

関係職員に対して，誤った調定デ

ータは直ちに削除すること，また，
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

したからと言って安直に削除すれば済むというも

のではなく，当初の調定時や決算時において，調

査，確認等を慎重に行うべきであり，誤って登録

した調定については，遅くとも登録した年度の出

納閉鎖までに財務会計システムから削除し，正し

い決算値とするべきである。 

（イ）財務会計システムで未納保育料の調定データ

を作成し，処理に問題があった事例 

（事例 2）財務会計システムで未納保育料の調定デ

ータを作成し，処理に問題があった事例 

 
科目- 

事業 

科目名 

事業名 

調定 

年度 

件

数 

調定金額 

（円） 

収入未済

額（円） 
調定課 

④ 4094- 
46 

雑入（未

納保育
料） 

平成 

30 年
度 

7 25,900 25,900 

東灘区 

こども家
庭支援課 

⑤ 9111- 

差押通貨

及び差押
さ物件公
売代金 

平成 
27～29

年度 

4 1,115,076 1,115,076 
東灘区 
こども家

庭支援課 

⑥ 9111- 

差押通貨
及び差押

さ物件公
売代金 

平成 
29 年
度 

1 21,600 21,600 
北区 
こども家
庭支援課 

⑦ 9111- 

差押通貨

及び差押
さ物件公
売代金 

平成 
28 年

度 

1 93 93 
須磨区 
こども家

庭支援課 

⑧ 9111- 

差押通貨
及び差押

さ物件公
売代金 

平成 
27～29
年度 

5 500,760 500,760 
西区 
こども家
庭支援課 

 計   18 1,663,429 1,663,429  

※ 調定年度，件数，調定金額，収入未済額の数値は，それぞれ収入
未済兼過誤納一覧表の数値による。 

※ なお，須磨区の 1件については，北須磨支所分を誤って須磨区の
データとして入力していたものである。 

④については，所得更正により発生した保育料

の未納額とのことである。保育料関係の調定管理

は個別業務システムで行っているが，一部に非対

応部分があり当該調定データの登録は同システム

で行えなかったため，財務会計システムで調定デ

ータを作成した。通常は個別業務システムの情報

を基に行っている督促など必要な債権管理手続き

は，財務会計システムの収入未済兼過誤納一覧表

を確認していなかったため，担当者の異動等もあ

り滞納者ごとの滞納調書を作成することができ

ず，その結果必要な督促ができていなかったとの

ことである。 

財務会計システムより出力される

収入未済一覧表の活用により，収入

未済を点検し，調査・確認等を慎重

に行ったうえで，収入未済の管理や

誤った調定データがあればその都

度削除することを周知徹底した。 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

⑤～⑧については，差押えに係るデータの重複

登録（10件 1,637,319 円）や，差押えの取りや

め（⑧のうち 1件 210 円）による不要なデータで

あるとのことである。 

財務会計システムについても差押決議の進捗に

あわせて不要な登録は削除するべきところ，削除

し忘れていたことがわかった。 

（東灘区こども家庭支援課， 

こども家庭局子育て支援部幼保振興課） 

保育料関係の調定は原則として個別業務システ

ムで行うため，所管課では，財務会計システムに

おける「収入未済兼過誤納一覧表」のチェックは

殆んど行っていないとのことであるが，所管課で

多少でも財務会計システムも使用する場合は，財

務会計システムの「収入未済兼過誤納一覧表」の

チェックも行うことを徹底するべきである。 

市の債権の管理に関する事務処理は，神戸市債

権の管理に関する条例で定められており，債権を

適正に管理するため必要な台帳を整備すること

（第 5条）や，履行期限までに履行しない場合は

期限を指定して督促状を発して督促しなければな

らない（第 6 条）ことが定められている。 

また，債権のうち時効が成立し消滅したもの

は，不納欠損処分を行い決算値に反映することが

必要とされている。 

強制徴収公債権，非強制徴収公債権は地方自治

法の規定により，消滅時効の期間は 5 年で，時効

の援用は不要，私債権は民法の規定により，時効

の援用は必要であるが，時効期間満了後は，債権

の管理に関する条例の規定により債権放棄も可能

となっている。 

このことから，調定データ④については，滞納

の初期段階での対処方法を構築するほか，督促，

催告の時効中断事由や納付交渉の記録をする必要

がある。また，債務者や債権の内容等の調査を尽

くす必要があるが，それでも不明なものは，債権

の管理に関する条例の規定に基づく債権放棄の手

続を進め，不納欠損処分するべきである。 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

保育料については個別業務システムで調定を管

理しているが，差押えに係る調定データは個別業

務システムで処理できないため財務会計システム

で作成している。 

また，差押えの事務の一部については，こども

家庭局子育て支援部振興課に債権管理担当を置

き，当該担当の職員が区役所職員を兼務すること

により区役所の事務として行う体制としている

が，差押えにより収入した金額について収入があ

った旨を当該個別業務システムに反映させる作業

は区役所で行っているとのことである。 

調定データ⑤～⑧についても，この体制におい

て区役所の事務として行った調定であるが，いず

れにしても必要な決裁を得て削除するべきであ

る。 

民間の場合，自らの業務の過程で発生した未収

金は自ら責任をもって回収できるまで対処する。

市の業務でもそのときの担当ラインはあったはず

で，自分で責任をもって回収にあたるべきで，な

ぜ回収できなかったかを明らかにして引継ぎを確

実に行うべきである。 

今後の対応・体制だけでなく，そもそもの原因

から詰めていかなければ，また同じことが起きる

恐れがあり，組織を強固なものにしていけない。

誰が担当し，どこに原因があったか，誰が引継ぎ

をしなかったか，原因をできる限り調べて今後に

活かすべきである。 

○ 意  見 

(1) 保育料に係る財務会計システムと個別業務シス

テムのあり方について 

調定データの不要な登録の削除漏れの事例で指

摘しているように，保育料関係の調定は原則とし

て個別業務システムで行うが，全体として個別業

務システムで管理している調定について部分的に

財務会計システムが分担するには，極めて精緻な

分担の仕方や手順が必要になる。正しく決算数字

を出すことができるよう，また必要な督促など債

権管理事務が正しく行うことができるよう，こど

  

財務会計システムと福祉情報シ

ステムの連携のためには，新たな会

計科目の債権を取り扱うよう現行

システムの改修が必要であり，多額

の改修費用が必要であること，また

改修後も財務会計システムとの連

携も含めた維持管理のための労力

や費用が必要となる。 

福祉情報システムは，次期システ

ムの稼働を令和 5 年度の予定で検

 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

も家庭局ではシンプルで間違わず運用できるシス

テムのあり方を検討されたい。 

（こども家庭局子育て支援部幼保振興課） 

討を進めており，そのシステム開発

の業者の選考にあたっては，今回指

摘のあった債権管理事務も対応で

きることを評価項目に入れる予定

である。 

(2) 専決契約における複数案件の見積合せについ  

 て 

令和元年度財務定期監査において，次のような

契約事例があった。 

（事例）西区こども家庭支援課の専決契約（印刷

物の発注）における複数案件の見積合せ 

発注課は上記 2 件の印刷物の発注を行うため，

同じ 2 業者に対して見積を 10 月 12 日に依頼し，

提出された見積書の見積合せにより契約の相手方

を決定した。上記見積合せにおいては，②に限っ

ては，Ｂ社の方がＡ社よりも安価な見積額を提示

していたが，契約の相手方については①②とも①

②の合計額の最安値を提示したＡ社に決定し，①

②を一括して発注書を作成して 11 月 28 日にＡ社

に発注し，①②ともＡ社が履行し，経費合計

198,509 円も執行された。 

また，この見積合せにおいては，見積依頼書は

①②まとめて作成していたが，各業者からの見積

書は①②別々に作成して提出するよう指示してい

た。また，見積依頼書を確認したところ，業者決

定方法（例：①②を同一業者に発注するため，①

②の見積合計額が最も安価な業者に対して①②と

も発注する旨等）については特に記載されてはい

件名 履行期限 

見積額（円／税込） 

Ａ社 Ｂ社 
最安 

価格 

①子育てＭ

ＡＰ 

（2種類） 

H31.3.22 139,757 242,904 
139,757 

（Ａ社） 

②平成 31

年度西区乳

幼児健診・

教室日程の

ご案内 

H31.2. 1  58,752  42,228 
42,228 

（Ｂ社） 

合計  198,509 284,904 181,985 

指摘のあった印刷物の発注につ

いては，同一業者が履行する合理的

な理由がないことから，令和 2 年度

以降の契約については，別々に見積

依頼を行い，案件ごとに発注するよ

う改めることとし，関係職員に周知

徹底を行った。 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：区役所） 

 

指摘 の概 要 措 置 内 容 措置状況 

なかった。 

しかし，仮に①②の発注先を別々に決定（①②

各々見積合せ）していた場合は，発注先は，①は

Ａ社，②はＢ社となり，①②の合計執行額はより

安価（181,985 円）となっていた。 

見積合せは，随意契約による場合に実施するも

のであり，その手続きについては，地方自治法第

234 条第 3 項で手続きが定められている入札と異

なり，神戸市契約規則においても第 26 条第 1項で

「なるべく 2 人以上のものから見積書を徴しなけ

ればならない。」と規定されている他は明文の規定

はないため，見積者の提案内容等によっては最低

価格以外の見積者を契約の相手方とすることもで

きる方法である。しかし，競争条件を一定にする

ため，指名競争入札に準じた見積合せの手続きと

して「見積合せ事務処理の手引」では，指名業者

には見積合せに付する事項等を通知するものとし

ている。 

複数案件の見積案件を同一業者が履行する必要

がある場合は，競争条件を一定にするため，見積

依頼時において，見積合せに付する事項，特に見

積合せに付する業者の決定方法については，見積

依頼先に確実に示されたい。 

 （西区こども家庭支援課） 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1)収入に関する事務 

ア 助成金の収納を適正に行うべきもの 

地域団体から助成金として受領した現金に

ついて，現金をそのまま金庫に保管していた

事例があった。平成 29，30 年度，令和元年度

にそれぞれ 30,000 円ずつ計 90,000 円受領し

ていたが，令和元年度に，親睦会の口座から

出金する予定であった体育会に参加したボラ

ンティアへのお礼としての弁当代 7,000 円

を，一時的に当該助成金から支出し，後に親

睦会の口座から出金した弁当代を預かった教

頭が別場所に保管していたため，金庫内には

83,000 円しか現金が保管されていなかった。 

            （友生支援学校）    

特別な事情がない限り，現金は公費として

収納するべきである。 

 

 

 

平成 29 年度より、一般財団法人住

吉学園より寄付金 90,000 円（30,000

円×３回分）を受領したが、物品では

なかったことから寄付採納に思い至

らず、公金化しないまま保管してい

た。 

うち、7,000 円は別会計から支出す

べきところ誤って寄付金から支出し

たもので、令和元年度の監査で誤りに

気付いた後、直ちに返還した。 

90,000 円は令和元年 11月５日付け

で調定をし、市の歳入とした。 

今後は物品として寄付していただ

けるよう相手方と協議し、寄付採納の

手続きをとる。 

 
 

措置済 
 

イ 授業料の督促を適正に行うべきもの 

市立高等学校等に係る授業料は使用料であ

るが，授業料の滞納者に対する督促につい

て，審査請求に関する教示のない督促状を学

校長名で発行し送付していた事例があった。 

（学校経営支援課） 

地方自治法第 231 条の 3第 5 項では，督促

は審査請求ができる処分であるとし，行政不

服審査法第 82条第 1 項では，審査請求ができ

る処分をする場合には，審査請求ができる旨

及び期間を書面で教示しなければならないと

している。 

また，督促を行う執行機関について，地方

自治法第 149 条第 2号により「予算の執行

権」は長に専属し，同法第 180 条の 6 により

議会及び行政委員又は行政委員会はこれを有

しないとされている。地方自治法第 180 条の

2 の規定により地方公共団体の長以外の執行

機関に委任した場合は，当然当該執行機関の

権限となるが，「市長の権限に属する教育関係

授業料の督促状を学校経営支援課

にて作成し、全校統一様式とするた

め、法務支援課と調整中である。 

統一様式の作成においては、以下の

２点に留意している。 

①審査請求ができる旨及び期間を教

示する。 

②発行者名を市長とする。 

 なお、今年度分の初回引落は５月末

日となっているため、６月上旬までに

各学校へ新たな取扱いについて周知

する予定である。 

措置方針 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

事務の一部を教育委員会に委任し，又は教育

次長その他の教育委員会の職員に補助執行さ

せることについての協議」では，予算を調整

し，これを執行することを，教育次長その他

の教育委員会の職員に補助執行させるとして

いることから，「予算の執行権」は教育委員会

に委任されていない。 

授業料の督促状は，審査請求に関する教示

をしたうえで，市長名で発行し送付するべき

である。 

 

(2) 支出に関する事務 

ア 特定個人情報の保管を適正に行うべきもの 

特定個人情報は個人番号（以下「マイナン

バー」という。）を含む個人情報であるが，行

政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第 20 条により，特

定個人情報の収集又は保管は制限されてい

る。 

平成 27 年 10 月 5 日付け「源泉徴収事務に

関するマイナンバー取扱いガイドライン（解

説付）」（企画調整局情報化推進部，行財政局

職員部総務事務センター）では，各所属の事

務取扱担当者（マイナンバーを収集・管理を

行う職員）は，登録・記載済みのマイナンバ

ー確認書類，身元確認書類を速やかに本人へ

返却するか，あるいは焼却，裁断，溶融等に

より廃棄するとしている。 

「臨時的任用職員及び非常勤嘱託職員事務

集中処理マニュアル」（行財政局職員部総務

事務センター）では，所属にマイナンバーが

確認できる書類を残さないでくださいとして

いる。 

平成 28 年 1 月 7 日付け「県費・市費負担教

職員のマイナンバー（個人番号）の収集につ

いて（依頼）」（教育委員会総務部教職員課）

では,学校園にマイナンバーが確認できる書

類・ファイルを残さないでくださいとしてい

 

（ア） 職員より収集したマイナンバ

ー確認書類は、マイナンバーの確認と

確認の事実の記録が終われば速やか

に本人へ返却するか、廃棄しなければ

ならないという認識が不足していた

ため、誤って金庫へ保管し続けた。 

廃棄すべきマイナンバー確認書類

は、指摘があった財務定期監査実施日

当日中（令和元年 10 月８日）にシュ

レッダーにて廃棄済である。 

なお、指摘を踏まえ、所属職員全員

に対して、当該事案についての説明を

行うとともに、適正な事務処理を行う

よう周知徹底を行った。 

（総務課） 

 

職員及びその被扶養者のマイナン

バーが確認できる書類を保管してい

たのは担当職員の不知によるもので

あった。令和元年１１月１５日に行わ

れた財務定期監査で指摘され、同日速

やかにシュレッダーで廃棄した。 

（住之江公民館） 

 

（イ） 「源泉徴収事務に関するマイ

ナンバー取扱いガイドライン（解説

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

る。 

特定個人情報の保管について次の事例があ

った。 

保管する必要のないマイナンバーが確認で

きる書類は速やかに本人へ返却するか，ある

いは焼却，裁断，溶融等により廃棄するべき

である。 

（ア）職員及びその被扶養者のマイナンバーが確

認できる書類を保管していた。 

（総務課，住之江公民館） 

（イ）非常勤講師のマイナンバーが確認できる書

類を保管していた。     （楠高等学校） 

 

付）」及び「臨時的任用職員及び非常勤

嘱託職員事務集中処理マニュアル」並

びに「県費・市費負担教職員のマイナ

ンバー（個人番号）の収集について（依

頼）」にあるように個人番号の写しを

保管せず、速やかに廃棄するべきとこ

ろ、過去の事務担当者が時間講師のマ

イナンバーの写しを金庫に保管し、処

分漏れのままの状態になっていた。 

 ご指摘のとおり保管していた非常

勤講師のマイナンバーが確認できる

書類については監査終了後の夕刻、速

やかに裁断廃棄処分した。 

 今後は個人番号の写しは保管せず

速やかに本人へ返却、あるいは焼却、

裁断、溶融等により廃棄します。 

 

(3)  財産管理に関する事務 

ア 電子記録媒体の構成管理，持出申請・承認を

適正に行うべきもの 

平成 21 年 5 月 29 日付けで，企画調整局情

報化推進部長より所属長宛に，「電子記録媒体

等の管理について（通知）」が発せられてお

り，この通知では，ＵＳＢメモリ等の書換可

能な電子記録媒体を所属内で集中して管理す

る場合の台帳による構成管理，持出申請・承

認を記録することが定められている。 

また，学校園に関しては，平成 22年 1月

28 日付けで，教育委員会総務部教育企画課情

報セキュリティ担当主幹より学校園長宛に，

「電子記録媒体等の管理について（通知）」

が，平成 30 年 8 月 22 日付けで，教育委員会

事務局総務部学校経営支援課業務改善・情報

管理担当課長より学校園長宛に，「電子記録媒

体等の適正管理および事例研修の実施につい

て（通知）」が発せられており，これらの通知

では，ＵＳＢメモリ等の書換可能な電子記録

媒体を所属内で管理する場合の台帳による構

 

（ア） 当該ＦＤは、トライやる・ウ

ィークに係る旅費支払処理専用とし

て、２セット（各正副２枚、計４枚）

を会計室及び金融機関とのデータの

受け渡しに使用している。 

ＦＤの受け渡しは金融機関にて準

備される専用ケースで厳重に行われ

ており、また会計室との間でも、「総合

振込用媒体受渡簿（担当課⇔会計）」及

びデスクネッツの「回覧・レポート」

機能にて、データの受け渡しや消去に

ついて相互確認を行っている。 

また、所属長印を押印した「総合振

込給与振込Ｍ／Ｔ（Ｆ／Ｄ）送付書」

もＦＤと共に送付しており、データの

内容についても所属長の承認を受け

ている。 

以上のことから、当該ＦＤに係る情

報セキュリティ対策については、適正

な執行がなされているとの認識であ

 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

成管理，持出申請・承認を記録することが定

められている。 

構成管理，持出申請・承認を行っていない

次の事例があったので，情報にまつわる紛

失，盗難，漏えい等さまざまなリスクに対処

する観点から適正に管理するべきである。 

（ア）総合振込みの事務において，ＦＤを金融機

関とのデータの受渡に供して管理している

が，電子記録媒体管理台帳を作成していなか

った。          （学校教育課） 

（イ）総合振込みの事務において，ＦＤを金融機

関とのデータの受渡に供して管理している

が，電子記録媒体管理台帳，電子記録媒体貸

出承認兼返却確認簿のいずれも作成してい

なかった。         （児童生徒課） 

（ウ）学校徴収金及び授業料の事務において，Ｆ

Ｄを金融機関とのデータの受渡に供して管

理しているが，電子記録媒体管理台帳，電子

記録媒体貸出承認兼返却確認簿のいずれも

作成していなかった。 

（葺合高等学校，楠高等学校，須磨翔風高等学校） 

 

った。 

ただ、平成 21年 5月 29 日付企情第

775 号「電子記録媒体等の管理につい

て（通知）」に規定されている「電子記

録媒体管理台帳（様式 1）」には登録し

ていなかったため、当該ＦＤについて

記載し管理するようにした。 

 

（イ） ＵＳＢメモリは、平成 21 年

5 月 29 日付「電子記録媒体等の管理

について（通知）」（企情第 775 号）に

従い、台帳による構成管理，持出申請・

承認を行っていたが、ＦＤ及びＤＶＤ

については対応が漏れていた。 

財務定期監査実施後、ＦＤ及びＤＶ

Ｄについて管理番号を付与のうえ、電

子記録媒体管理台帳及び電子記録媒

体貸出承認兼返却確認簿を作成した。

また金融機関とのデータの受渡時に

は持出申請・承認を得るよう関係職員

へ周知した。 

 

（ウ） 学校徴収金および授業料につ

いては、みなと銀行学費収納サービス

のデータ受け渡しにＦＤを利用し、そ

のＦＤは事務担当者が金庫保管によ

り管理していた。 

このＦＤについて、管理台帳への記

載を必要とする認識に欠けていた。 

今回の指摘を受け、令和 2 年度から

は新しく管理台帳に記載することと

している。 

また、外部持ち出し時には貸出承認

兼返却確認簿を作成し、その都度適正

に実施することとしている。 

（葺合高等学校） 

 

学校徴収金及び授業料にかかるＦ
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

Ｄについては、長年、みなと銀行学費

収納サービスにかかる金融機関との

データ受け渡しに利用し、事務担当者

が金庫保管により管理していた。 

「電子記録媒体等の管理について

（通知）」及び「電子記録媒体等の適正

管理および事例研修の実施について

（通知）」による適正管理ができてい

なかった。 

 今回の指摘をうけ、令和 2 年度から

ＦＤを電子記録媒体管理台帳に記載

した。また、外部持ち出しについては、

電子記録媒体貸出承認兼返却確認簿

を作成した。持ち出しの都度、承認、

返却を適正に実施するようにした。 

（楠高等学校） 

 

指摘を受けた学校徴収金にかかる

ＦＤについては、令和元年度財務定期

監査質問事項を受けた後、直ちに「電

子記録媒体管理台帳」に登載し、金融

機関との受渡しの都度、「電子記録媒

体貸出承認兼返却確認簿」記載をして

いる。 

今後、適正な管理に努めていく。 

（須磨翔風高等学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

イ 神戸市情報セキュリティポリシーを遵守す

るべきもの 

特別支援教育課内に設置されたこうべ学び

の支援センターに所属する教育長から委嘱さ

れた専門相談員が，自宅で「支援の指針」（個

別の指導計画作成のためのガイドライン）及

び「家庭でのポイント」等を作成するため，

個人名や学校名を消去したうえで，個人情報

に関するデータをＵＳＢメモリに保存して持

ち出していた。 

ＵＳＢメモリを持ち出す際には，パスワー

電子記録媒体貸出承認兼返却確認

簿については、令和２年３月 13 日に

情報化戦略部に確認したところ、こう

べ学びの支援センター担当課長が承

認すればよいとのことだったので、同

担当課長が承認し押印することとし

た。 

令和２年４月１日からは「電子記録

媒体等の管理手順の変更について」

（令和２年２月 10日付け企情第 4947

号企画調整局情報化戦略部情報政策

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

ドを設定し，返却する際には必ず職員が情報

の消去の確認を行うという運用を徹底してい

たとのことであったが，令和元年 7月まで電

子記録媒体貸出承認兼返却確認簿は作成して

いなかった。この確認簿は情報管理者である

特別支援教育課長が承認の押印をすることに

なっているが，確認簿による管理を開始した

令和元年 8月以降も承認の押印ができていな

かった。 

  （特別支援教育課） 

「個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（通則編）」では，個人情報と

は，生存する個人に関する情報であって，当

該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができ

るものであり，通常の業務における一般的な

方法で，他の情報と容易に照合することがで

きる状態により特定の個人を識別することが

できるものを含むとされている。神戸市情報

セキュリティ対策基準では，情報資産の機密

性を 3分類しており，個人情報は最も高い機

密性 3の情報資産に該当する。機密性 2以上

の情報資産を運搬する者は，情報管理者に許

可を得なければならないとしている。 

特別支援教育課長の勤務場所が同センター

から離れているため，具体的に誰が承認し押

印するか調整できていなかったとのことであ

ったが，同センターの情報資産についての情

報管理者を誰にするか情報化戦略部と調整の

うえ速やかに定めて運用するべきである。 

 

担当課長通知）に基づく新しい管理手

順に移行しており、管理手順に関して

は、令和２年３月 26 日に課内で周知

を行い、新管理手順の徹底を図ってい

る。 

なお、ＵＳＢメモリについては、上

記通知に基づき、令和２年３月 27 日

に不要なものを物理的破壊して廃棄

するとともに、使用するものは

desknet'sにおいて施設備品として登

録した。 

ウ つり銭資金の準備を適正に行うべきもの 

常時つり銭を必要とする職場は，会計管理

者からつり銭資金の交付を受けてつり銭を準

備することになっているが，出所不明の現金

をつり銭用の資金として準備していた。 

（摩耶兵庫高等学校） 

会計管理者からつり銭資金の交付を受ける

令和 2 年 3 月 25 日に、会計管理者

（中央区会計室）からつり銭資金

30,000 円の交付を受けた。 

令和 2 年 3 月 26 日に既存のつり銭

準備金 35,000 円を教育委員会雑入と

して納付し公金化した。 

今後適正に管理する。 

措置済 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

べきである。 

 

エ 市が構築したパソコンの統制を受けるべき

もの 

パソコンは業務に不可欠なツールである一

方で組織として業務に使用するにはさまざま

に統制が必要で，市では，平成 18年度の神戸

市情報化推進方針策定，平成 19 年度の情報セ

キュリティポリシーのＩＳＯ２７００１に準

拠した全面改訂，これに並行した市で使用す

るすべてのパソコンへの管理番号（以下「Ｐ

Ｃ管理番号」という。）の付与，とパソコンの

統制基盤を整備し，平成 19 年度には①情報セ

キュリティの確保，②コンプライアンスの確

実な履行，③ＩＣＴコストの適正化を目的と

するＰＣ統合管理をスタートさせた。その後

もＰＣ統合管理の一環で平成 20 年度以降棚卸

を毎年度実施しているが，市が構築したパソ

コンの統制を受けない状態の次の事例があっ

た。 

情報システム台帳及びハードウェア台帳

（一覧）等の登録をし，市が構築したパソコ

ンの統制を受けるべきである。 

（ア）会議室等の施設使用の許可状況を管理する

ためのスタンドアロンシステムのパソコン

があったが，ＰＣ管理番号のラベル貼付，情

報システム台帳及びハードウェア台帳（一

覧）等の登録がなかった。  （住之江公民

館） 

（イ）図書コーナーにおける図書貸出や貸館利用

者が利用する敷地内駐車場の受付簿として

使用するためのスタンドアロンシステムの

パソコンがあった。このパソコンには，ＰＣ

管理番号のラベルが貼付されており，ＰＣ管

理番号が付与されていたが，情報システム台

帳及びハードウェア台帳（一覧）等の登録が

なかった。確認したところ，このＰＣ管理番

号に係るパソコンの用途は「講習用」であり，

（ア） 原因は職員の不知によるもの

である。令和２年２月 20 日にハード

ウェア調達申請を行いそれに基づき、

ハードウェア台帳に登録した。 

 

（イ） 当該パソコンについて、令和

２年３月にハードディスクを破壊の

上廃棄し、現在図書の貸出、駐車場の

受付については紙台帳による管理を

行っている。 

今後パソコン管理については、厳正

に対処していく。 

措置済 

 

 

 

 

措置済 

 

50



 

令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

平成 26 年 3 月に廃棄されたことになってい

た。 

              （葺合公民館） 

 

○ 意     見 

(1) 有料道路使用料支給事務について 

令和元年 7 月から，神戸市教育委員会自家用

自動車取扱要領に基づき学校園長の承諾を得て

公務のために自家用自動車を使用している教職

員に対して，神戸市教育委員会有料道路使用料支

給事務処理要領により，自家用自動車を公務使用

した際に有料道路使用料を支給できる経路を利

用した場合，発生する有料道路の使用料を支給で

きることになった。 

同有料道路使用料支給事務処理要領第 5 条で

は，有料道路を利用した教職員は，現金を受領し，

領収書又はＥＴＣ利用証明書を提出し，利用の都

度精算を行うものとするとしている。また，同有

料道路使用料支給事務処理要領（解説版）では，

有料道路使用料については，前渡金払による執行

であるとし，学校園には公務使用前に支給するよ

う連絡しているとのことである。 

ＥＴＣマイレージサービスに登録したＥＴＣ

カードで対象となる道路を利用すると，割引適用

後の通行料金を支払った額に対してポイントが

付き，それを料金割引に利用することができる

が，同有料道路使用料支給事務処理要領（解説版）

では，旅費制度運用マニュアルが「公務によって

加算されたマイレージを私事の旅行で利用する

ことは，旅費が公費で支出されることから，好ま

しくない。現在のところ，法人単位で利用できる

マイレージカードがないため，各個人が出張によ

って得られたマイレージを把握し，「使用しない」

又は「公務で使用する」のどちらかの取扱いとな

る。」としていることもあって，「ＥＴＣカードを

公務で利用したことにより発生したポイントは

私事では使用しないでください。公費で支出され

た有料道路の使用によって発生したポイントを

 

立替払となっていた事例について

は、全学校園の管理簿を確認し、令和

２年３月 24 日付事務連絡にて、対象

の学校園へ適切に事務を行うよう通

知した。 

 公用ＥＴＣカードについては、今後

も検討課題として取り扱っていくが、

公用ＥＴＣカードの利用については、

自家用自動車を公務使用するため、直

行直帰のケースも多くカードの適正

な管理が困難であり、カードの紛失や

誤使用（通勤手当との重複や私用）な

ど事故報告案件が発生する恐れがあ

ることや、同時に複数の教職員が利用

した際に使える教職員と使えない教

職員が出てくる等、課題も多いことか

ら即時に導入することは難しい。 

 

他の方法

で対応 
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令和元年度 財務定期監査（監査対象：教育委員会事務局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

私事に使うことは好ましくありません。有料道路

使用料の支給を受けたポイントは「使用しない」

又は「公務で使用する」のどちらかの取り扱いを

してください。」としている。 

しかしながら，公務使用後に領収書やＥＴＣ利

用証明書に基づき支給する立替払となっていた

事例があった。ＥＴＣカードのポイントが公費で

支出された有料道路の使用によって発生したも

のであるかを管理することは困難であるとして，

ＥＴＣカードの使用を認めていない事例があっ

た。一方で，本人のものではないＥＴＣカードを

使用し利用明細書により精算していた事例もあ

った。公用ＥＴＣカードを用意すれば対処できる

面もあるが，さまざまな課題もある。引き続きど

のように扱えばよいか検討されたい。（教職員課） 
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令和元年度 行政監査（監査対象：行財政局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

〇 指 摘 事 項 

(1) 神戸市役所改革方針及び実施施策の取組関

連 
神戸市役所改革方針の実現に向けた具体的な

実施施策については，管理部門で取り組んでいく

内容が取り上げられているが，それぞれの施策を

①職員の自発的な行動につなげ具体的な行動変

容を実現すること，②職員の行動を応援する取

組，組織の課題を解決する取組の両面で展開して

いくこと，③実施施策の実施状況や成果を職員や

市民に発信する仕組みをつくることによって，職

員に定着させ，ひいては組織に浸透させていかな

ければならない。 
さらに市役所改革は，スピード感を持って取り

組む必要があるが，同時に組織に浸透させていく

ためには，息の長い取組が求められる。今後は，

④市役所を取巻く情勢変化等に応じて適宜実施

施策の見直しを図りながら，新たな取組への挑戦

も積み重ね，職員個々の行動が変わり，ひいては

組織風土が変わっていくよう取組を進めていく

必要がある。 
 

ア 職員の自発的な行動につなげていくべきも

の 
実施する取組が組織に浸透していくためには，

管理職だけでなく職員一人ひとりの自発的な行

動につなげていくことが求められる。神戸市役所

改革方針及び実施施策の取組によって「ホワイト

職場の実現」を目指すとされているが，「ホワイ

ト職場」といってもその概念は様々であり，市役

所改革の目指す「ホワイト職場」の具体的なイメ

ージは必ずしも職員の中で一致してはいないこ

とが懸念されることから，職員が理解し納得でき

るわかりやすい目標であるとともに目指すこと

自体に職員が自信とやりがいを持てるよう共有

すべき組織の将来像，ビジョンとして可能な限り

「ホワイト職場」の姿を具体化し，更なるモチベ

ーションにつながるようその達成度とともに職

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 市役所改革方針における「ホワイ

ト職場」とは，「職員が意欲をもって

活き活きと働くことができる職場，

また職員が働きやすいと感じる職

場」と定義しており，現在取り組ん

でいる働き方改革に加えて，同方針

に基づく施策であるコンプライアン

ス推進体制の改革，組織風土の改

革，人事・給与制度の改革が組み合

わさることにより，「ホワイト職場」

が実現できると考えている。 

同方針に基づく取組内容は幅広く

多岐にわたるため，「ホワイト職場の

実現」を認定基準や数値目標等によ

り具体的に示すことは難しいが，神

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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令和元年度 行政監査（監査対象：行財政局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

員が共有しながら進めることが必要である。例え

ば，厚生労働省の安全衛生優良企業公表制度で

は，労働者の安全や健康確保のための取組が認定

基準として，また経済産業省の健康経営顕彰制度

では，従業員の健康保持・増進の取組が認定基準

として具体的に示されている。そのほかにも，離

職率が低い，給料が良いといった表現で定義して

いる企業の事例もある。 
実施施策の中には，職員の行動変容に直接つな

がるものもあるが，そのままではなかなか職員の

行動につながらないものもある。職員それぞれが

「ホワイト職場の実現」に向けて理解し実践でき

るようにするためには，何が「ホワイト職場の実

現」につながるのか自覚できるよう取組に相応し

た目的や目標とそのための役割に落とし込んで

いく必要がある。 
職員一人ひとりがそれぞれ自らのこととして

行動できるよう，実施する取組に応じて何を目的

としてあるいは目標を目指して，具体的に何をや

るべきかを示されたい。 
（行財政局業務改革課） 

 
イ 職員の行動を応援する取組，組織の課題を解

決する取組の両面で展開していくべきもの 
個々の職員が意識，行動を変えようとしたと

き，それを受け容れる職場の風土，雰囲気，環境

が重要であることから，職員の取組を発表する機

会を設けるなど個々の取組を組織全体で共有す

ることも有効である。改革に向けた職場の風土づ

くりのために職員の行動を受け容れ取り上げ，促

進し応援する取組，各職場が組織的に具体的な課

題を確認し解決し実施施策の取組を実践し，組織

をあげた取組の両面で展開されたい。 
「神戸市クレド（神戸市職員の志）」について

は，カードの配布や人事評価項目に反映すること

が予定されているが，さらに幅広く，「神戸市ク

レド（神戸市職員の志）」を実践する個々の職員

や組織の行動が具体的に展開されるよう，職員の

戸市職員の意思決定や行動の拠り所

とすべき「神戸市クレド（神戸市職

員の志）」を令和元年 12月に策定

し，職員間の共有・浸透を図る取り

組みを進めているところであり，ク

レドを各職員に浸透させていくこと

で，職員一人ひとりが「圧倒的な当

事者意識を持って」主体的，積極的

に職務に取り組み，「気持ちよく働け

る職場のために」，すなわち「ホワイ

ト職場の実現」のために行動できる

よう努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人や組織がクレドに掲げた行動

指針に基づき組織風土の改革に効果

的に取り組んだ場合に，事務改善を

提案する「事務改善カード」や優秀

な業務改善事例を表彰する「こうべ

改善 ～案・DO・トライ～」等の既

存制度を活用することで，全庁的に

横展開していくよう検討する。 

また，令和 2 年度に人事評価項目

にクレドの内容を反映させる予定で

あり，個々の職員のクレドに沿った

行動の実践を促進するほか，各職場

が組織的に具体的な課題を確認し解

決する契機となるようクレドに係る

職場研修の実施も検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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令和元年度 行政監査（監査対象：行財政局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

行動を受け容れ取り上げ，促進し応援する取組

と，職場の実情に応じて，職場ぐるみで，包摂及

び多様性の観点を含めて少なくとも一つの共通

目標を決めて実践するなど組織全体で共有する

取組の両面で展開することが考えられる。その

際，職員及び組織の実践活動事例を発表する機会

を設けることなどが考えられる。                       

（行財政局業務改革課） 
 

ウ 実施施策の成果等を発信するべきもの 
神戸市役所改革方針及び実施施策については

順次取組が進められ，一部は検討段階にとどまる

が，短期間のうちに幅広い取組が現在ほぼ実施さ

れている。しかし，それぞれの施策の実施状況や

成果を発信するには至っていない。実施された施

策の効果，効用について実例をもって職員に広く

情報発信するとともに市民の共感を得られるよ

うな工夫が必要である。 
実施施策における具体的な職員の行動変容が

生まれていることを一つ一つ発信し，内部通報制

度の運用状況や副局長の取組などについては，具

体的な活動事例や解決事例，取組成果を発信され

たい。                     

（行財政局業務改革課） 
 

エ 情勢変化等に応じて適宜実施施策を見直す

べきもの 
具体的な活動事例や解決事例，取組成果の蓄

積，そして市役所を取巻く情勢変化に柔軟に応じ

て，適宜実施施策の見直しを図られたい。                

（行財政局業務改革課） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の実施状況や成果について，

神戸市ホームページや庁内イントラ

ネット，新聞紙面への掲載等により

市民及び職員へ情報発信を行ってい

るところであり，今後も継続的に効

果的な情報発信を行うことで，職員

の行動変容が生まれるよう取り組ん

でいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会経済情勢の変化等に応じ随時

内容の見直しを行い，新たな取り組

みについても積極的に取り組んでい

く。また，市役所改革方針の浸透度

や課題を発見し，適宜実施施策の見

直しを図っていくための職員アンケ

ートの実施等を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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令和元年度包括外部監査結果に基づき講じた措置等 
（監査対象：交通局，神戸交通振興株式会社） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
第３ 監査の結果と意見（総括） 

Ⅱ．改善型地方公営企業としての経営形態の検討 

１．神戸市交通事業審議会での検討 

＜意見-１＞改善型地方公営企業会計としての経営形態の検

討について 

上記の通り，「経営計画 2015」において掲げられていた財

政目標「単年度黒字の確保と累積資金不足の縮小」を共に達

成できておらず，平成28年度以降継続的な単年度赤字を予測

している。当該「諮問」は「改善型地方公営企業」としての

「これまでの経営状況の検証」と「今後の経営の見通し」な

どを踏まえ，「今後必要と考えられる経営のあり方や方向性」

についてとうものであり，改善型地方公営企業という経営形

態を大きく変える必要はないとし，市側はこの考え方を受け

入れてきた。 

今後は，神戸市として改善型地方公営企業会計としての経

営成績・財政状態の改善状況，市民からのアンケート結果へ

の対応によるサービス向上，中長期的な乗車人員，収支の見

通し，神戸市地域公共交通網形成計画との親和性，まちづく

りとの連携等様々な情報を総合的に判断して，神戸市バス事

業の望ましい経営形態の検討を行う必要があると強く感じて

いるところである。 

 

 

 

公営バス事業については，国

から策定が要請されている「経

営戦略」において，「公営企業と

してサービス供給を行う必要性

について，採算性や路線維持の

必要性等の観点から見直しを行

い，民間への事業譲渡等の選択

肢も含め再検討する必要がある

こと」（「経営戦略策定・改定ガ

イドライン」平成 31 年 3月）と

されている。 

本市バス事業においては今後

も厳しい経営状況が続くと見込

まれることから，望ましい経営

形態について，他都市での事案

等も参考に改めて比較を行うと

ともに，次期経営計画策定に向

けての交通事業審議会への諮問

の中でも，議論いただき，検討

していく。 

（交通局） 

 
 
 
措置 
方針 

２．改善型地方公営企業が最適な経営形態か否かの検討 

（１）経営成績及び他会計繰入金等収入の時系列分析 

＜意見-２＞経営計画策定上の根本的な課題について 

「公営交通はどのような基準にもとづいて，どこまでサー

ビスを提供すべきなのか」という神戸市交通事業審議会で提

示されている課題に方向性を見出すべく議論を深めるべきで

ある。これは経営計画策定上の根本的な課題であることに留

意されたい。 

 

 

個々のお客様それぞれから求

められるサービスは多様である

が，厳しい経営環境のなかで全

体としての市バスネットワーク

を維持していくためにも，サー

ビスの量的・質的な水準や範囲

等も含めてしっかりと検討する

必要があると認識している。 

令和 2 年度より企画調整局と

ともに，科学的根拠に基づく移

動需要をもとにこれに応じた移

動手段の活用方策（市バス配置

基準）に向けた検討を行ってい

く中で，十分に議論していきた

いと考えている。 

（交通局） 

 
 
措置 
方針 

＜意見-３＞他会計繰入金について 

平成30年度の資本的収入／他会計繰入金151,175千円は高

速鉄道事業会計での人件費カットにより生み出された財源で

ある。公営企業会計の独立採算制の趣旨から本来高速鉄道の

多くの市バス路線が地下鉄駅

に接続し，市バス路線と鉄道路

線とで，神戸市の公共交通網を

維持し，市民の足を確保してい

措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
利用者に利益還元（運賃値下げ等）することを最優先にすべ

きものであるが，そのことを考慮した形跡が見あたらない。

平成28年度及び平成29年度の神戸市交通事業基金の繰入とは

出所が異なるものであることに留意すべきである。 

るため，市バス事業が経営健全

化団体に陥ることなく，安定的

に継続していくことが，高速鉄

道事業会計を安定的に経営する

ことになるという観点により，

出資を行っている。 

一方で，新たな経営計画の策

定の時期であり，市バス事業に

おける徹底的な経営改善策を検

討・実施していくことが前提で

はあるが，高速鉄道事業会計か

ら自動車事業会計への資金手当

について，計画策定の議論の中

で，改めて，検討を行う。 

（交通局） 

（２）神戸市交通事業基金 

＜指摘事項-１＞自動車事業会計の継続事業前提についての

重要な不確実性について 

バス車両の大量更新が近い今こそ（「第４ 監査の意見と結

果（各論） Ⅲ．固定資産管理」参照）神戸市の公金使用に

ついて選択と集中の議論を加速すべきであり，ゼロベースで

バス事業の継続性を議論すべきである。 

平成19年度の神戸市交通事業基金からの繰入328億円は，財

政健全化法による「資金不足比率」が経営健全化基準20％を

大幅に上回っている状況でその解消が決裁理由になってい

る。しかしその後，同基金から同じ決裁理由で平成28年度と

平成29年度に8億円近い多額の公金が再度投入されている。こ

の間10年以上にわたる神戸市の改革は不十分であったと言わ

ざるを得ない。今後も不動産売却収入に依存した基金からの

資金投入に期待できるのであろうか。むしろ同基金からの資

金投入はバス事業会計を健全な経営体に変革するスピードを

遅らせる結果になっており，監査人としては，神戸市交通事

業基金条例第1条にいう「交通事業の健全な運営に資するた

め」という設置の趣旨を逸脱していると考える。 

また，平成28年度から平成30年度にわたる上記の神戸市交

通事業基金の資金を含む資本的収入/他会計繰入金は経営健

全化基準（資金不足比率20％）回避のためであり，不健全な

経営体の延命措置である。神戸市交通事業審議会の答申では

「早期にさらなる経営改善を実施する必要がある」とされて

おり，身を切る早期かつ具体的な改革を断行し，同答申の期

待する結果で改革の成果を証明することなく他会計から資金

を投入し続けることは答申の方向性と相違することになる。 

今後，単に資金不足比率20％回避を目的とした資金投入は

停止すべきである。このような資金投入を停止した結果，自

動車事業会計が健全化団体に該当しても平成19年度から10年

以上の年数をかけてもなお経営改善を成しえなかった結果を

真摯に受け止めて改革の断行を行わざるを得ない。 

 

 

基金からの繰入については，

経営健全化団体への転落による

不採算路線の減便等の市民への

影響を避け，地方公営企業とし

て，公共の福祉の目的を果たす

ためであり，条例に逸脱してい

るとは考えていないが，一方で，

早期にさらなる経営改善策を実

施する必要があると考えてお

り，新たな経営計画策定にあわ

せて再度経営改善策を改めて議

論したうえで，適切な資金投入

の方法について，検討していき

たい。 

（交通局） 

 
措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
（３）営業所，路線委託の効果と今後の方針 

＜意見-４＞民間委託の推進について 

神戸市バス事業としての現時点における最も長期的な戦略

である「神戸市営交通事業経営計画2020」において，「民間委

託の推進として，市バス営業所の管理委託やバス路線の委託，

西神・山手線及び海岸線における駅務業務，その他保守・整

備業務の民間委託を継続または拡充します」との記述がある。

この記述は，経営基盤の強化を目的として，人件費を抑制す

るために掲げられた方針ではあるが，その遂行の際には，①

国交省の基準で委託割合47％まで既に委託を進めているとい

う事実及び，②委託料が上昇傾向にある点を十分に考慮しつ

つ，検討が必要であると考えられる。 

 

これまで，経営改善の手法と

して，民間事業者に営業所・路

線の委託を進めており，一定の

効果を発揮している。 

今後更なる経営の効率化にあ

たっては，路線の見直しや需要

に応じた本数の見直しを検討す

るほか，直営営業所と委託営業

所の担当する路線等の最適な配

分を行うことで，市バス事業全

体の効率を高めていきたいと考

えている。 

また，委託料については，基

本的に提案競技において提出さ

れた人件費等の単価や価格をベ

ースに決めているが，報告書の

意見 18 にもあるように，今後

も，委託する方が安価になって

いるのか，委託の効果がどの程

度あるのかを検討してまいりた

い。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

（４）改善型地方公営企業としてのサービス向上への取組状

況 

①アンケート結果の活用について 

＜意見-５＞アンケート結果の活用について 

現在進行中の長期計画「神戸市営交通事業経営計画2020」

では，「安全でお客様に信頼される公共交通を目指し，質の高

いサービスを提供するため，市バスの「お客様の声ハガキ」

のほか，自治会や婦人会等の地域の集まりなど，あらゆる機

会をとらえてお客様の声を積極的に伺い，いただいたご意

見・ご要望を，積極的に業務改善につなげるという記述があ

る。しかしながら，現状はアンケート結果について，具体的

なサービス向上へつながる業務改善へほとんど活かせていな

い状況であり，その結果をホームページに掲載するだけとな

っている。 

また，自由意見に基づく業務改善についても，記載の2件の

みにとどまっており，「神戸市営交通事業経営計画2020」に記

載の「質の高いサービスの提供」に向けて十分な取組みとは

言えないと考えられる。 

今後は，より積極的にアンケート結果を活用し，サービス

の向上に資する取組みを推進する必要がある。 

 

 

 

アンケート結果について，お

客様からのご意見の中で，以前

から対応済である内容もある

が，継続的にサービス向上へと

つながるよう業務改善していき

たい。対応済である具体的な内

容としては，「リュックサックを

前に抱えて持ってほしい」，「出

入口付近や通路を広く開けてほ

しい」といったものがあるが，

車内において，ステッカーの掲

示や，啓発放送を実施し対応し

ている。今後も，アンケート結

果だけでなく，「お客様の声ハガ

キ」やＥメール，更に，コール

センターや電話等によるお客様

のご意見に加え，年間を通じて

管理職による添乗調査や主要停

留所での立番等の継続実施など

により，乗務員に対する個別指

導の充実をはかるとともに，運

転技術やサービス・マナーの向

 
 
 
措置 
済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
上にも力を入れていきたい。 

（交通局） 

②住民要望への対応について  

＜意見-６＞住民要望への対応について 

「神戸市営交通事業経営計画2020」において，「住民サービ

スの充実」と「経営基盤の強化」の双方を目標に掲げること

自体は問題ではなく，むしろ公共交通として当然の方針であ

ると考えられる。しかしながら，具体的に住民要望への対応

については，双方の観点を踏まえ，需要予測や対応に必要な

人的・物的リソースを勘案しつつ適切に意思決定を行うべき

であり，その意思決定の根拠は残しておくべきと考えられる。

またこのような体制を整えないと，住民要望への対応が政治

の道具として利用されることにもなりかねず，問題がある。 

 

住民要望の対応については，

需要や必要な人員等を，自動車

部長をトップにした事業計画会

議で検討し，議事要旨を作成す

ることとした。 

（交通局） 

 
措置 
済 

③需要と供給に基づくバス路線の設定について 

＜意見-７＞需要と供給に基づくバス路線の設定について 

現在の運行経路やダイヤを需要に応じて見直ししていると

言うが，現状では客観的なデータ分析が十分とは言えず，そ

のデータ分析に基づいて需要に応じた適切な運行経路の設定

やダイヤの見直しが行われているとは言い難い。個別路線ご

とに，客観性のあるデータ等に基づいて，需要と供給にギャ

ップがないか，検証されたい。 

また，ＯＤ調査等のデータは，調査日に限定された一時的

な統計であるため，路線の変更等を判断するデータとしては，

さらに客観的な科学的根拠に基づいた検証が必要である。 

 

これまで，市バス需要の客観

的なデータとして 2～3 年ごと

に実施している市バス交通調査

（ＯＤ調査）や路線ごとの営業

成績などを参考にしてきた。 

特に市バス交通調査は全便を

調査するため，精度の高いデー

タといえるが，調査日 1 日のデ

ータしか取得できないことや，

現在運行しているバス路線の調

査であるため，潜在需要につい

ては把握できないなどの欠点も

ある。 

そのようななか，バスでの移

動に限定せず，人々の移動状況

を把握するためのデータ利用が

考えられる。令和 2 年度より，

企画調整局が位置情報ビッグデ

ータ，具体的には，携帯電話の

ＧＰＳ情報を入手し，市内の移

動状況についての分析を行って

おり，その分析内容について，

企画調整局と情報共有や意見交

換を随時行っている。 

また，令和 3 年 4 月より市バ

スＩＣカードの 2 タッチ化を実

施することにより，日々の乗降

データの入手が可能となる。こ

れらの客観的データを分析し，

交通需給のギャップを科学的に

把握し，バス路線の設置や変更，

ダイヤ編成を進めていきたいと

考えている。 

（交通局） 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
＜意見-８＞公営企業として経営する必要性に関する検討に

ついて 

以上のとおり， 

（1）経営成績及び他会計繰入金等収入の時系列分析 

（2）交通事業基金の現状分析 

（3）営業所，路線委託の効果と今後の方針 

（4）改善型地方公営企業としてのサービス向上への取組状況 

の4つの観点から，現在の「改善型地方公営企業」としての経

営形態が現状において適切に機能しているかどうかについて

検討したが，検討した範囲においては，必ずしも適切に機能

しているとは考えにくい。経営成績については，近年，資金

不足比率が経営健全化基準20％を超えないための資金投入が

行われ，交通事業基金からも同様の理由でバス事業への繰り

入れが行われている。コスト削減につながると考えられてい

る営業所・路線委託もすでに委託の原則的な上限である1/2近

く（47％）まで進められており，今後委託料の上昇も想定さ

れている。また，市民の足である公営バスとしてのサービス

向上にも積極的に取り組めていない。 

これは，既に述べた通り，「公営交通はどのような基準にも

とづいて，どこまでサービスを提供すべきなのか」「だれがど

う分担し担うべきか」という課題について明確な方針が定め

られていないことが根本的な原因であると考える。経営計画

2015時代から長年置き去りにされたこの問題は，現時点にお

いても方針決定がなされていない。明確な方針がない中，「改

善型地方公営企業」として公営企業会計の枠組みで事業運営

が展開され，その結果が今日の経営健全化基準20％だけはク

リアするということを主目的とした資金投入や，積極的なサ

ービス向上に取組めていないという問題に結び付いているも

のであると考えられる。 

また，大阪市をはじめ多くの公営バス事業が民営化等に大

きく舵を切っている中，上記の置き去りにされた問題に関し

て明確な方針がなく，職員は不安定な状況にあると感じてい

るのではないかと考えられる。このような中，令和5年度より

交通局採用職員の給与の10％削減（激変緩和のため，平成30

年から令和4年までは5％削減）が行われており，職員のモチ

ベーションの維持については，非常に危惧している。 

来年度においては，神戸市バス事業として，総務省の示す

「経営戦略策定・改定ガイドライン」及び「経営戦略策定・

改定マニュアル」に基づき，「経営戦略」の策定が必要となる。

その中では，必ず，事業廃止，民営化・民間譲渡，民間活用

による経営改革も含め，公営企業として経営する必要性につ

いて検討することとされている。この検討においては，従来

の公営企業会計の枠組みに固執することなく，将来の神戸市

を見据え，市民サービスの水準を一定程度維持しつつも，よ

り経済合理的な方針が定められること切に望むものである。 

本市交通事業の経営形態につ

いては，神戸市交通事業審議会

で議論がなされ，平成 19年 3 月

27 日に答申をいただいている

が，国から策定が要請されてい

る「経営戦略」において，「民

間事業者での運行などで代替可

能な地域の交通事業は，必ずし

も公営企業として行う必要はな

いことから，事業廃止，民営化・

民間譲渡，民間活用による経営

改革も含め，公営企業として経

営する必要性について検討する

ことが重要である」（経営戦略

策定・改定ガイドライン）とさ

れている。一方で地方公営企業

は企業の経済性を発揮するとと

もに，その本来の目的である公

共の福祉を増進するように運営

されなければならないとされて

おり，市民の足を守ることや市

行政における貢献など，引き続

き地方公営企業として果たして

いくべき役割は大きいものと考

えている。民営化した大阪市の

事例を含め，他の自治体がどの

ような判断をもって，それぞれ

の経営形態を取っているか研究

も行いながら，次期経営計画の

策定に臨んでいく。 

（交通局） 

措置 
方針 

Ⅲ．総務省の動向，他団体のバス事業の状況 

１．総務省の動向について 

＜意見-９＞経営戦略の策定について 

 

 

現行の経営計画の計画期間が 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
このように，「ミニマム」サービスの水準については27年答

申においても十分に検討できておらず，今後はこの公営バス

事業として今後提供すべきサービスの水準を十分に検討した

上で，あるべき経営形態を慎重に検討する必要があると考え

られる。 

神戸市バス事業においては，現時点でまだ経営戦略が策定さ

れていない。今後策定される際には，上記のあるべきサービ

ス水準を踏まえながら，ガイドラインやマニュアルに従い，

民間への事業譲渡等の選択肢を含め再検討し，事業廃止，民

営化・民間譲渡，民間活用による経営改革を含め，公営企業

として経営する必要性について検討する必要がある。 

 

 

令和 2 年度で終了するため，令

和 2 年度中に策定する次期経営

計画は経営戦略の要素を併せ持

つものとして検討していく。 

また，経営計画の策定と並行

して，令和 2 年度より企画調整

局とともに，科学的根拠に基づ

く移動需要をもとにこれに応じ

た移動手段の活用方策（市バス

配置基準）の策定に向けた検討

を進めていく中で，移動需要に

応じた路線の適正化やコミュニ

ティバスなど小規模な移動手段

との役割分担を含め，「ミニマ

ム」サービスの水準についても

議論を深めていく。 

なお，公営企業として経営す

る必要性については，今後も厳

しい経営状況が続くと見込まれ

ることから，他都市での事案等

も参考にあらためて比較を行う

とともに，次期経営計画策定に

向けての交通事業審議会への諮

問の中でも，あらためて議論い

ただき，検討していく。 

（交通局） 

方針 

Ⅳ．系統毎の営業係数及び収支差の算出方法について 

＜意見-10＞系統毎の営業係数及び収支差の算出方法につい

て 

平成18年度以前のように，「改善型地方公営企業」として外

部委託など民間的経営手法を積極的に導入する前であれば，

現行の委託系統と直営系統を区別しない方法により算出され

た系統毎の営業係数や収支差は，自動車事業会計全体の趨勢

を系統毎にそのまま反映させることとなり，長期的視点によ

る開示・比較分析するために有用な指標の一つであったと考

えられる。 

しかし，平成19年度以降営業所や路線の委託が進み，今や

認可路線距離660.4㎞に対して委託路線距離は311.0㎞であ

り，委託率は47.1％とほぼ半分を委託先が運行している状況

である。また，経営計画2020には，「路線ごとの状況把握と見

直しによる運行の効率化，平成28年度には経営健全化団体に

転落する恐れがあり，早期の更なる経営改善の必要がある」

との認識が示されている。このような状況において，交通局

においては，現在，公表している路線ごとの営業係数は管理

会計的な観点から路線の評価を行うに際し，また，経年比較

を行うに当たり有効かつ合理的な数値であるとのことであ

る。一方，監査人は，公表情報としての営業係数は系統毎の

財務的な経営実態を示すものとして，公表すべきと考えてお

 

交通局としては，これまで公

表してきた営業係数について

は，営業形態の差により，地域

間に不公平感が出ることを避け

るために，管理会計的な観点か

ら，路線の評価を行うに際して

は，費用のうち直営人件費や営

業所の委託料を合算したうえ

で，各系統の運行時分等の割合

に応じて積算する手法を用いて

おり，これまでの継続性の観点

からも現行の営業係数の数値を

引き続き，公表する必要がある

と考えている。 

また，他都市においても，公

表されている各系統の営業係数

については，本市と同様の手法

を用いていることからも，妥当

な手法と考えているが，市民に

とって，どのような情報を公表

することが有意義か，検討を行
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
り，路線ごとの営業形態の差（直営・委託）を反映せず，従

来の営業係数や収支差によって路線毎の経営を分析するのは

必ずしも適当ではなく，市民への公表情報としてはあまりに

も実態と乖離しているのではないかと考えられる。よって，

今後は，路線毎の営業形態の差（直営・委託）等を踏まえ，

市民の系統毎の経営実態の把握に資する情報の提供が求めら

れると考えられる。 

う。 

（交通局） 

＜意見-11＞不採算路線の検討について 

経営改善促進補助金（平成31年度）を交付していない27路

線の修正後収支差は監査人試算で723,893千円の赤字であり，

当該27路線の廃止等を含めた抜本的な改革を行わず現状のま

ま存続させれば今後のバス事業運営に多額の資金援助が継続

的に必要になる。27路線の廃止等を含めた徹底的なあり方の

見直しが必要であることに留意されたい。 

市バス事業は厳しい経営状況

にあり，赤字路線の見直しが必

要である。 

令和 2 年 4 月 1 日には，営業

係数が全路線で最も悪い 45 系

統（阪神御影南口～御影本町 5

～魚崎南町 5～魚崎車庫前）を

廃止する（最終運行は 3 月 31

日）。 

今後も路線の見直しや需要に

あった本数の見直し等を進めて

いく。その際，神戸市の他部局

（企画調整局，都市局）と協力

し，必要に応じて，他の交通手

段との役割分担を図りながら，

地域住民の利便性の確保に努め

ていきたい。 

（交通局） 

措置 
方針 

第４ 監査の意見と結果（各論） 

Ⅰ．収入管理 

２．各収入項目の検討 

（７）経営改善促進補助金 

＜指摘事項-２＞経営改善促進補助金の補助対象となる路線

について① 

経営改善促進補助金の補助対象となる路線の絞り込みに関

し，「代替交通がない路線」に該当するか否かを具体的に判定

した資料が作成されていない為，外部からはその妥当性を判

断できない。 

平成11年度交通事業審議会答申にて代替交通の有無の判断

基準として『廃止区域から代替交通機関の駅・停留所までの

距離500ｍ以内』と記載されていることから，当該基準等を参

考にして作成した客観的な判定資料に基づき補助対象路線の

絞り込みを行う必要がある。 

 

 

 

 

路線の見直しや新たな路線設

定等が行われる際には都度検討

や協議を行っているが，代替交

通の有無や特定の行政目的への

該当について，判定となる根拠

資料を整理し，また，毎年度，

しっかりと引き継いでいく。 

（交通局） 

 
 
 
 
措置 
方針 

＜指摘事項-３＞経営改善促進補助金の補助対象となる路線

について② 

経営改善促進補助金の補助対象となる路線の絞り込みに関

し，「特定の行政目的」に該当する路線か否かを具体的に判定

した資料が作成されていない為，外部からはその妥当性を判

断できない。 

交通局からは「特定の施設を選定し，そこを通る路線を選

んでいるのではなく，当該路線が行政的要請を受けて設置さ

路線の見直しや新たな路線設

定等が行われる際には都度検討

や協議を行っているが，代替交

通の有無や特定の行政目的への

該当について，判定となる根拠

資料を整理し，また，毎年度，

しっかりと引き継いでいく。 

（交通局） 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
れた路線か否かで判断しているものと思われる」との回答を

受けた。 

その基準に従うと，当該路線の選定に関してはそれが行政

的要請を受けて設置や延伸がなされた路線か否か等，経緯を

確認・整理した上で選定基準が毎年引継ぎされ，かつ路線が

新設・延伸等される都度アップデートされる必要があると考

える。 

＜指摘事項-４＞経営改善促進補助金の補助対象となる路線

について③ 

平成26年度までの経営基盤支援補助金では上記の答申①②

に書かれている通り「見直し対象路線」の中から「代替路線

がない」路線及び「行政目的」の路線を選定していた。 

平成27年度からの経営改善促進補助金からは「見直し対象

路線」の限定が無くなっており，結果として補助対象路線が

答申の基準より増加している（平成30年度で5路線増加）が，

その変更の理由，経緯等に関して文書が残っておらず，明ら

かでない。 

経営改善促進補助金は経営基盤支援補助金を引き継いだも

のであるので，諮問機関である交通事業審議会答申の結論を

超えた補助に変更する以上，その変更理由等を文書化し，し

かるべき手続きで合意を得ておくべきであったと思われる。 

路線の見直しや新たな路線設

定等が行われる際には都度検討

や協議を行っている。 

しかし，答申以降も路線の新

設等も行われており，当時に議

論の対象とされていない路線も

「廃止区域から代替交通機関の

駅・停留所までの距離 500ｍ以

内」となる交通空白地が発生す

る地域を通る路線と判断し，対

象としている。 

新たな路線を対象にするかど

うかについては，交通事業審議

会答申の趣旨を踏まえながら変

更理由の文書化など適正な手続

きを図っていく。 

（交通局） 

措置 
方針 

Ⅱ．たな卸資産管理 

２．貯蔵品関係事務の流れ 

（２）貯蔵品の調達について 

＜指摘事項-５＞貯蔵品の調達について 

各課長等は年度間の貯蔵品需要量について出納職に報告し

ておらず，また，出納職は適正な貯蔵品調達計画の立案及び

総務課長への報告を行っていなかった。 

貯蔵品については，過不足が生じることなく常に業務の執

行上必要な量を保有しておくことが求められる。このため，

調達に際しては会計規程に従い出納職が作成した適正な貯蔵

品調達計画に基づき計画的に行われる必要がある。 

 

 

 

今後，交通局会計規程に基づ

いた貯蔵品調達計画の策定に令

和 2 年度中に取り組む。 

予算編成時，各課ごとの払出

数量の積算を行う。同時期に購

入および払出の予定額の報告を

求め，貯蔵品調達計画を策定す

る。       （交通局） 

 
 
 
措置 
方針 

ア．貯蔵品のたな卸について 

＜意見-12＞貯蔵品のたな卸について 

交通局の説明によると，例年，9月又は3月の会計伝票を入

力し，帳簿数量を確定させてからたな卸を行っていたため，

実施時期が10月以降又は4月以降になっていたとのことであ

った。 

たな卸とは，会計年度末における正確なたな卸資産残高を

確定させるために実施される手続きである。このため，期末

日に実施することが最も望ましいものであるが，時間的，時

期的に期末日に実施できず，期末日後に実施する場合には，

例えば下記表に示すように実地たな卸日のたな卸数量と期末

日の帳簿数量の差異の算出過程について残すことが望まれ

る。 

 

各貯蔵品の所管課において

は，年度末（3 月 31 日）にたな

卸を行っていたが，6 月に報告

資料の作成を行っていたため，

差異が生じていた。年度末に実

査を反映した帳簿を作成した。 

（交通局） 

 
措置 
済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
イ．たな卸の実施体制について 

＜指摘事項-６＞たな卸の実施体制について 

たな卸の目的の一つに帳簿残高と実在庫残高とを照合する

ことにより会計処理の誤りを適時に発見できることがあげら

れる。この点，本事案では本来であればたな卸により当然発

見されるべき安易な誤りが見過ごされており，たな卸が形式

的に行われていた可能性が高い。たな卸の実効性を高め，本

来の目的を達成できるようにするために，たな卸の実施体制

について再検討する必要がある。具体的には，担当者１名で

行うのではなく数量のカウントとたな卸表への記入者を分け

るなど複数名で行うようにすることや総務課などの管理部門

が立ち合い，実施状況について確認することなどが考えられ

る。 

 

複数でのたな卸を行うなど実

施体制の改善を図る。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

ウ．未使用タイヤ及び軽油について 

＜指摘事項-７＞未使用タイヤ及び軽油残量について 

自動車事業にとってタイヤ及び軽油は業務の遂行上重要な

財産であり，かつ金額的影響も大きい。このため，毎会計年

度末において未使用タイヤ在庫及び軽油残量について貯蔵品

として資産に計上すべきである。 

 

年度末の数量を正確に把握す

るとともに，貯蔵品としての経

理処理を行う。具体的には，費

用で購入したタイヤおよび軽油

の年度末残高の調査を行い，貯

蔵品資産として処理する。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

Ⅲ．固定資産管理 

２．有形固定資産関係事務について 

（２）勘定科目と耐用年数について 

＜指摘事項-８＞勘定科目と耐用年数について 

現在，建物勘定で計上されているエアコンについて，地方

公営企業法施行規則別表二号に基づき，「建物附属設備」に該

当する場合には耐用年数を6年又は8年から13年又は15年に修

正する必要がある。一方，「器具及び備品」に該当する場合に

は，勘定科目を建物勘定から工具器具備品勘定に修正する必

要がある。 

なお，建物附属設備と器具及び備品の区分について「耐用

年数の適用等に関する取扱通達（国税庁）」では次のように示

されている。 

・建物附属設備に該当するもの 

ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房又は暖房する

もの 

冷凍機の出力が22kw以下のもの … 耐用年数 13年 

その他のもの          …   〃   15年 

・器具及び備品に該当するもの 

いわゆるウィンドータイプのルームクーラー又はエアー

コンディショナー等       … 耐用年数 6年 

 

 

 

令和元年度決算作業におい

て，必要なものの修正を行い，

また今後の登録作業において誤

りがないよう，耐用年数表や会

計規程を参照しながら登録作業

に努めるようマニュアルの作成

を行った。 

（交通局） 

 
 
 
措置 
済 

（３）少額減価償却資産について 

＜指摘事項-９＞少額減価償却資産の資産計上の要否について 

工具器具備品について，耐用年数1年未満又は取得価格10万

円未満のものについては，事務手続きの効率化等の観点から

資産計上するのではなく会計規程に従い購入時に全額費用処

理すべきである。 

 

令和元年度決算作業におい

て，必要なものの修正を行い， 

また今後の登録作業において誤

りがないよう，マニュアルの作

成を行った。   （交通局） 

 
措置 
済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
３．営業所の固定資産管理 

（１）未利用資産について 

＜指摘事項-10＞ 未利用資産について 

固定資産のうち本来の用途に使用できなくなったもの又は

使用しなくなったものがあるときは，速やかにその旨を管理

者に報告しなければならない。その上で，廃棄の決定を行っ

た場合には除却処理を行い，廃棄の決定を行わなかった場合

においても減損処理について検討する必要がある。 

 

 

令和 2 年 2 月 4 日付で局内へ

通知文を発出し，固定資産の異

動が生じた際の総務課への報告

の必要性について，再度周知を

図った。 

なお，今回指摘のあった資産

については，令和 2 年度中に除

却処理を行う。 

（交通局） 

 
 
措置 
済 

（２）車両設置資産の除却漏れについて 

＜指摘事項-11＞ 車両設置資産の除却漏れについて 

会計規程では，固定資産の喪失（使用不能又は不要となり

取りこわし，撤去，廃車，廃棄及び返納したとき等）が生じ

た場合には各課長等はその都度，固定資産増減移動通知書に

より総務課長に通知しなければならないとされている。しか

し，前述の車両設置資産については廃棄したにもかかわらず，

資産計上されたままになっていたため，会計規程に従った処

理が行われておらず，必要な管理者の決裁を受けることなく

処分された可能性が高い。 

固定資産の喪失が生じた場合には，所管課又は各担当にお

いて処分後は会計規程に従い必要な管理者の決裁を受けると

いう手続きを遵守・徹底する必要がある。 

 

令和 2 年 2 月 4 日付で局内へ

通知文を発出し，固定資産の異

動が生じた際の総務課への報告

の必要性について再度周知を図

った。 

なお，今回指摘のあった資産

については，令和元年度決算で

除却処理を行った。 

（交通局） 

 
措置 
済 

（３）固定資産台帳への登録（設置場所・登録単位）につい

て 

＜指摘事項-12＞固定資産台帳への登録（設置場所・登録単位）

について 

固定資産台帳には購入時の設置場所しか記載されていない

ため，移動した場合には現在の所在地を把握できない。また，

複数台購入しているにもかかわらず，一式等として合わせて

計上されている場合があり，この場合には，個々の機器ごと

に移動や除却処理等を行うことが困難である。 

現物管理を適切に行うためには，設置場所が変更された場

合には合わせて固定資産台帳に記載されている情報も更新す

ることで固定資産台帳の正確性の向上を図る必要がある。ま

た，固定資産台帳には管理可能な単位である個数で登録する

など個々の機器ごとに移動や除却が生じた場合に適切に処理

できるようにする必要がある。 

 

 

複数台購入した機器などにつ

いては個々に移動・除却が管理

できるよう台帳・帳簿の整理を

令和 2年度中にすすめる。 

（交通局） 

 
 
措置 
方針 

（４）所在不明の資産について 

＜指摘事項-13＞所在不明の資産について 

落合営業所のように運営を外部に委託する場合には，委託

時に当該施設で保有する固定資産について委託先立ち会いの

もと現物確認を行い，固定資産の管理が適切に引き継がれる

ようにする必要がある。この際，現物確認を行った資料につ

いては保管しておく必要がある。 

また，各資産について現物がないにもかかわらず，資産計

上されたままになっていたことから，前述の指摘（車両設置

 

令和 2 年 2 月 4 日付で局内へ

通知文を発出し，固定資産の異

動が生じた際の，総務課への報

告の必要性について再度周知を

図った。 

なお，今回指摘のあった資産

については，令和元年度決算で

除却処理を行った。 

 
措置 
済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
資産の除却漏れについて）と同様に会計規程に従った処理が

行われておらず，必要な管理者の決裁を受けることなく除却

又は処分された可能性が高い。固定資産の喪失が生じた場合

には，所管課において処分後は会計規程に従った手続きを遵

守・徹底する必要がある。 

（交通局） 

（５）固定資産の現物管理について 

＜指摘事項-14＞固定資産の現物管理について 

固定資産台帳に記載された固定資産の実在性，正確性を確

保するためには，すべての固定資産について現物と台帳の照

合が行われる必要がある。このため，固定資産の現物確認に

ついて会計規程において明文化するとともに毎事業年度少な

くとも1回以上実施される必要がある。 

また，実地照合の実効性を高めるためには，一部現物には

資産番号・名称等の識別コード等が付与されていなかったが，

可能な限り識別コード等を付与する必要がある。さらに，内

部統制の観点からは実地照合に際して総務課などの管理部門

が立ち合い，実施状況について確認するとともに必要に応じ

て抜き取り検査を行うことが望ましい。 

 

令和 2 年 4 月 1 日に会計規程

を改正し，年に 1 回の現物確認

の必要性を明確化した。この規

程に基づいて毎年の実地照合を

行う。 

また，識別コードの付与につ

いては，その手法も含め，検討

を行う。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

４．市バス車両の概要 

（３）安全対策（ハード面） 

＜意見-13＞先進安全装置の導入について 

現状，ハード面での安全対策としてはドライブレコーダー

が中心となっている。しかし，ドライブレコーダーは，事故

発生後の再発防止策の検討など事後対応には有用であるが，

事故発生の前段階である事前対策としては十分とは言い難

い。このため，先進安全装置について事前対策としての有効

性を十分に検証したうえで，早期に導入することが望まれる。 

 

 

事故防止の取り組みとして，

市バス中央営業所車両 10 台に

衝突防止警報補助システムを設

置し，その有効性について検証

した結果，警報数が減少するな

ど安全運行を支援する装置とし

て有効であることから，令和 2

年 10 月に中央営業所等に 50 台

導入する予定である。 

（交通局） 

 
 
措置 
方針 

Ⅳ．契約事務 

１．軽油購入に係る入札について 

＜意見-14＞分割入札について 

入札参加者の増加を目的として東部3営業所と西部4営業所

とに分割して軽油の入札を行っているが，現状ではその目的

が達成されているとは言えず，給油量の少ない西部営業所の

軽油単価が東部営業所より高額となっている。東部と西部と

で分割せずに入札を行うことも検討すべきである。また減少

している入札参加者については，エリアを分割する以外の方

法で，入札参加者を増やす施策を実施されたい。 

 

 

令和 2 年 4 月分からの軽油に

ついては分割せずに入札した。 

（交通局） 

 
 
措置 
済 

２．市バス営業所の管理の受委託について 

（２）提案競技時の業務実施費用見積額の評価方法について 

＜意見-15＞事前準備費用の加算について 

基準額について加算されている事前準備費（1/5）であるが，

その内容は委託開始時の研修費等であり，委託開始時にのみ

発生する費用である。したがって継続して同じ企業が受託す

る場合は，発生しない。平成16年度（または17年度）に発生

した金額の5分の1をそのまま加算しているが，今回の提案競

 

 

委託費の評価方法について

は，平成 29年度に実施した市バ

ス路線の一部委託の提案競技に

おいて，提案額が基準額と同額

の場合，評価点が満点にならな

いように先行して改めている。 

 
 
措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
技での新規応募者以外の継続している応募者において，その

ような発生しない費用を加算する意味はないと考えられる。 

直近の委託金額に事前準備費用を加算している現状では，

受託先が直近の委託金額に，実際に発生しない事前準備費用

（1/5）を加算した金額を提案すれば，満点の5点の評価点を

確保することができる。実際は事前準備費用分，直近の委託

料よりも値上げされているにも関わらず，評価は満点となる。 

実際の委託料は提案競技時の金額をベースに算定されるた

め，提案競技時の委託費の検討は極めて重要である。委託料

については提案競技時に評価を行っているとの事であった

が，上述の問題点を検討し，適切に委託費の評価を行うべき

である。 

また，提案競技において受託候補者は「（受託予定期間の）

5年間を平均した1年間当りの委託料を標準額」として提示す

ることを要求されている。これに対して交通局側でも安易に

直近の委託金額を使用せず，経済状況等を加味するなどして

委託予定期間のあるべき標準額を算定すべきであろう。 

令和 2 年度に実施する予定の

4営業所の委託の提案競技では，

事前準備費の評価方法について

は，他の公営事業者も参考にし

ながら，また，有識者等からな

る受託候補者選定検討委員会に

おける議論も踏まえて検討す

る。 

（交通局） 

（３）提案された委託料の妥当性の検討について 

＜意見-16＞年収単価の妥当性について 

同業他社からの見積り等を取る事が出来ないため，年収単

価の妥当性については検討のしようがないとの事であるが，

提案応募者から単価の根拠資料の提出を求め，その妥当性を

検討する事は必要と考えられる。 

 

委託料の提案のうち年収単価

について，当該事業者における

人件費の内訳を記載した書類の

提出を求め，提案された人件費

と比較検討するよう改める。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

（４）営業所委託に係る委託料について 

＜意見-17＞業務量変更時の乗組数算出の明確化 

乗組数の算出の方法，基準等が不明瞭である。乗組数の算

出の方法，基準等について，交通局は明確に示せるようにす

るべきである。 

 

受託事業者を公募する際，1

組当たりの基準（運転時間等）

を示すことにより，業務量が変

更した場合の乗組数算出の明確

化を図ってまいりたい。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

（５）今後の委託契約更新時における委託の効果の検証につ

いて 

＜意見-18＞今後の委託の効果の測定について 

今後，令和5年度以降給与水準を5％引き下げる事が決まっ

ている。また将来5年で100％（平成30年度からは95％）の給

与水準にある運転士185名中89名が定年退職するか，もしくは

再任用となる見込みである。これにより更に神戸市バス運転

士の平均給与も減少することが見込まれ，神戸市バス運転士

と委託先の人件費単価が逆転する可能性もある。 

民間の自動車運転士不足問題も深刻であり，委託費算定の

基礎となっている受託会社の平均年収も上昇する恐れもあ

る。全国的な人手不足による委託料の増加等により，受委託

方式のメリットは失われつつある，という見方も出てきてい

る。 

運転士に係る人件費等に関しては，今後直営及び委託先に

おいて，大きく状況が変化する可能性が高い。今後も本当に

委託する方が安価になっているのか，委託の効果がどの程度

 

 

今後とも，委託先人件費単価

の動向を踏まえながら委託の効

果を検証してまいりたい。 

（交通局） 

 
 
措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
あるのかを精緻に検討し，「委託する方が安価である」という

委託の大前提が崩れる恐れがある点に十分留意しなければな

らない。 

 

（７）営業所管理の受委託に関する評価委員会 

＜指摘事項-15＞直営営業所での活用について 

報告書には「今後に向けて」という項目が記載されている。

下記はその中の一部である。 
 

また，これまでも再三指摘されたことであるが，評価委員

会の報告書が委託営業所並びに受託事業者の評価に留まら

ず，そこに示された評価の視点や方法が直営部門の実績の

評価や分析にも活用されるよう，改めて望みたい。（出典：

平成 29 年度報告書） 

 
また，これまでも再三指摘されたことであるが，評価委員

会の報告書が委託営業所並びに受託事業者の評価に留まら

ず，そこに示された評価の視点や方法が直営部門の実績の

評価や分析にも活用されるよう，改めて望みたい。この点

で，今年度から新たに加わった中央南営業所が一部を運行

する路線を媒介して，直営部門との比較検討を試みてもよ

いかもしれない。（出典：平成 30 年度報告書） 

 
少なくとも監査人が確認できる平成 26年度の報告書から，

毎年度同様の趣旨の意見がなされている。これに対し交通局

では当該意見には対応していない。しかし，当該評価の対象

は「安全・安定運行」「サービス水準」「経済性」「環境保全」

「重点項目」であり，委託特有の項目は見られず，直営の営

業所において評価されるのに何ら不都合はない。 

今後は評価委員会の報告書について，直営部門でも同様の

評価を行うことのできる体制が必要であろう。 

 

 

評価委員会での議論も踏まえ

ながら，今後どのような方法で

直営との比較検討を行うのがよ

いか検討してまいりたい。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

＜意見-19＞委託評価の結果の伝え方について 

今回，委託先の営業所の現地調査において，委託評価の改

善への取り組みについてヒアリングを行った。結果，交通局

に問い合わせて，取り組みを行っているものの，点数につな

がらない事が多く，なぜ点数が低いのか理由が曖昧なため対

応策も取りづらいとの事であった。 

評価点は委員の絶対評価によって点数が付されており，こ

れを平均して最終的な評価点となる。 

平成 30 年度の評価点数総括表を確認したところ，評価者に

よっては「２ 努力を要する」を付しているケースも見受けら

れた。特に安全・安定運行の項目において「２ 努力を要する」

が付されているケースが見受けられ，この点については看過

できないところであろう。「２ 努力を要する」については，

早急に改善が必要であり，また交通局においても指導すべき

であると考えられる。 

 

「２ 努力を要する」が付さ

れた項目については，その理由

を記述いただく欄を設けるな

ど，その内容を詳細に確認した

上で，営業所にフィードバック

して改善するよう指導してまい

りたい。 

（交通局） 

措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
Ⅴ.人事労務 

１．バス運転士に係る平均年収の比較と給与削減策 

（２）これまでの給与削減策 

＜意見-20＞給与水準について 

今後，再任用となる運転士が増加し，給与水準は下落する

ものと見込まれる。しかし再任用の給与水準をもってしても，

民間の平均水準までは下落しない。自動車事業が独立採算と

なるためには更なる人件費の引き下げを要することに留意が

必要である。 

 

 

 

今まで以上に，総人件費の削

減に向けた取り組みを進めてい

く。 

（交通局） 

 
 
 
措置 
方針 

（３）これからの取り組み 

＜意見-21＞「経営計画2020」の中で人件費の抑制について 

「神戸市交通事業経営計画2020」の中で人件費の抑制につ

いて「総人件費及び一人あたり人件費を抑制するため，勤務

の効率化等による時間外勤務手当等の縮減を図る」，「柔軟な

勤務体制等の検討」とあるが，現場では人繰りが厳しい状況

が続いており，業界としても運転士不足が顕著な状況におい

て今後も人材不足の状況が続くものと予想される。「経営計画

2020」の施策はこうした厳しい現場の状況を考慮した計画だ

とは考えられない。営業所の現状や社会情勢も踏まえた，具

体的で実行可能な経営計画が求められる。 

 

運転士不足を背景とした厳し

い現場の状況や社会情勢等を踏

まえた実行可能な人件費の抑制

について，検討していく。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

２．運転士に係る年齢別構成の変化と雇用 

（３）運送業界における運転士不足 

＜意見-22＞雇用計画の必要性 

神戸市として，今後の自動車事業のあり方を明確にし，人

員確保対策についても対応すべきである。厳しい経営状況に

加えて，現状の厳しいバス運転士不足の状況が続く場合は，

直営営業所での人繰りの悪化は避けらず，事業の継続上も大

きな問題となることが予想される。経営戦略とも整合した，

実効性のある中長期的な雇用計画が必要である点に留意され

たい。 

 

 

他都市での取り組み等を参考

にしながら,中長期的な観点で

の雇用計画の策定を進めてい

く。 

（交通局） 

 
 
措置 
方針 

３．企業の経営状況を考慮しない手当支給について 

＜意見-23＞経営状況を考慮しない手当支給 

自動車事業の危機的な経営状況を鑑みれば，現行の支給方

針が「経営状況」を考慮しているものとは言い難い。 

自動車事業の経営実態を反映した「勤勉手当」「期末手当」

が支給されるべきである。 

 

今まで以上に，総人件費の削

減に向けた取り組みを進めてい

く。 

（交通局） 

 
措置 
方針 

５．人事交流員に対する退職手当について 

＜意見-24＞人事交流員に関する退職手当について 

人事交流員に関する退職手当について，一般会計等との負

担について検討すべきである。 

また「地方公営企業会計制度の見直しについて」（平成25年 

12月：総務省自治財政局公営企業課）によれば，引当金の基

本的な方針として「一般会計と地方公営企業会計の負担区分

を明確にした上で，地方公営企業会計負担職員について引当

を義務づける。」としている。一般会計で負担する額と自動車

事業で負担する額について明確にした上で，自動車事業負担

分を引当金に計上することが必要である。 

 

 

過去より長期間にわたって市

長部局との間で，多くの職員が

転入，転出をしていることから，

膨大な事務作業が予想されるた

め難しいと考えるが，引き続き

検討を行う。 

（交通局） 

 
措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
第５ 監査の結果と意見（神戸交通振興株式会社） 

Ⅰ．神戸交通振興株式会社 

４．業績の推移 

（４）神戸市交通局との取引 

＜意見-25＞当社が剰余金を保有する説明としての投資計画

策定の必要性 

当社は，各事業活動において100％株主である交通局との取

引がある。特にビル経営事業等で交通局より建物を賃借し転

貸することにより，安定的に利益を計上している。当該事業

の貢献度は全社的に大きく毎期利益を計上している要因とな

っている。また，当社は剰余金に対して，過年度には，交通

局に対して寄附による還元を実施してきたが，近年は寄附や

配当による還元をせず内部留保している。そのため，平成30

年度末には784,448千円の利益剰余金を保有している状況で

ある。 

剰余金を保有していることは会社の財政状態として望まし

いことではあるが，一方で当該剰余金を株主である交通局に

還元せず当社が保有しているのが妥当かどうかという視点も

ある。 

そのような視点に対して，当社は今後保有するビルの老朽

化対応やバス車両の更新投資に資金が必要となるのに備えて

内部留保していると主張している。 

しかし，当社には具体的に何にいくら必要かといった投資

計画がないため，784,448千円の剰余金が適切な水準かどうか

不明確である。そのため，投資計画を策定すべきことに留意

する必要がある。 

 

 

 

 

バス車両の更新計画は既に策

定しており，ビルの老朽化対応

についても，令和 2 年度中に策

定する予定である。 

なお，当社は担保能力のある

固定資産をほとんど有しておら

ず，資金調達能力に限りがある

ことから，回転資金や大規模投

資に備え一定の剰余金を保有す

る必要がある。 

交通局としては，今後の寄付

については，神戸交通振興株式

会社の経営判断によるところで

あるが，神戸交通振興株式会社

から交通局に寄付があった場合

は，これまでと同様，神戸市交

通事業の経営基盤の強化と乗客

サービスの向上に充ててまいり

たい。 

（交通局，神戸交通振興株式会社） 

 
 
 
 
措置 
方針 

＜意見-26＞交通局との取引の料率の見直しや配当等による

還元の検討 

交通局は，当社の剰余金の発生要因・保有目的また当社の

投資計画に基づいた必要性などの総合的な視点で剰余金の状

況について検討し，適切な水準以上の剰余金を保有している

状況であれば，交通局との取引の料率等の見直しや配当等に

よる還元の要求を検討することが望ましい。 

今後神戸交通振興㈱で策定す

る投資計画と照らし合わせ，そ

のうえで決算において一定水準

以上の剰余金があると認められ

る場合は，交通局の財政状況も

勘案しながら，交通局への還元

について処理方法も含め検討す

る。（交通局，神戸交通振興株式会社） 

措置 
方針 

５．自動車事業 

（２）自主路線 

＜意見-27＞シティー・ループバスの料金について 

シティー・ループバスの料金は260円であるが実態としては

シティー・ループバスの利用者の多くは観光客で占められて

いるとのことである。したがって，ターゲットとする顧客層

が観光客であればそれに対応する料金設定が見合っていない

ものと思われる。実際に，他社が運営している神戸市内定期

観光バスは，サービス内容，性質は異なるものの同じような

ルートで2,000円という値段設定で運営できている。したがっ

て，料金認可等の課題もあるが観光客のニーズに合致したよ

り良いサービスを提供して観光客を満足させると同時に，現

状よりも高い料金設定をして収支を改善することができない

か検討する必要があると思われる。 

 

 

シティー・ループについては，

国内外の多くの観光客の方々に

利用いただいているが，厳しい

経営状況が続いている。 

今後利用者ニーズの把握を行

い収支改善の取組みを検討す

る。 

（神戸交通振興株式会社） 

 
 
措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
＜意見-28＞乗客の動向の管理について 

路線別収支や路線別乗車人員については，会社で管理をし

ているが，乗客がどのバス停で乗車しどのバス停で降車した

かなどのデータを把握できていない。 

当社では既にＩＣカード化が進み，ＩＣリーダーを乗車時

と降車時の2回のタッチで乗客がどの区間乗車したかのデー

タは取ることは可能である。乗客の動向を把握して分析する

ことにより，より顧客のニーズをつかむことができる。一般

の民間会社でもすでにＩＣリーダーを2回タッチさせている

会社も存在している。ＩＣリーダーなどを利用して乗客の動

向を分析して経営に生かしていく必要があると思われる。 

これまで乗客の動向について

は，交通局市バスＯＤ調査の実

施にあわせて，当社でも同様の

調査を実施したほか，当社独自

のシステムを使用してバス停ご

との乗降客数の把握を行い，路

線見直し等の際には参考として

きた。 

2 タッチの導入にはシステム

や機器の更新が必要であること

から，まずは，今後，交通局の

システム更新に併せ，当社にお

いても市バスと同様の料金体系

となっているバス路線について

導入を検討したい。 

（神戸交通振興株式会社） 

措置 
方針 

＜意見-29＞バスの老朽化に伴う車両投資計画の策定 

山手線，神戸山麓線のバス車両が老朽化してきているにも

かかわらず，将来の車両投資計画の策定ができていない。車

両投資計画を決定しなければ，今後運行に支障をきたすこと

になることから，早急に具体的な車両投資計画を策定するこ

とが望ましい。 

現在，自主路線として，3 路

線（シティー・ループ線，山手

線，神戸山麓線）を運行してお

り，13両の車両を保有している。 

車両は比較的古くなっている

が，丁寧にメンテナンスを行い，

修理部品が調達できる限り，現

状の車両でやりくりしていく予

定であり，それを前提とした車

両の更新計画を令和 2 年 3 月に

策定した。 

（神戸交通振興株式会社） 

措置 
済 

＜意見-30＞山手線の恒常赤字に対する対応 

山手線は恒常的に赤字で不採算路線となっており，また乗

車人員も年々減少している。そのため，その対応につき交通

局も交え協議のうえ，廃止等の方向性を早急に決定すること

が望ましい。 

平成 30 年度の交通振興にお

ける山手線の営業係数は 212 と

なっており，昨年度の営業係数

218 と比較し，若干の改善はし

ているが，ほぼ横ばいであり，

依然として赤字である。 

これまで利用者の減少により

低迷が続き多額の累積赤字とな

っていたが，平成28年4月より，

ルート変更を実施し，また，乗

客需要に見合った運行本数に減

便したことにより収支赤字額は

縮減している。 

しかしながら，依然として営

業係数は 200 を超える状況であ

ることから，収支の改善を図る

必要があると考えている。 

交通局としても，利用者の利

便性を考慮しながら，全体の路

線計画の中で，乗客増が図られ

措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
るような効率的な路線のあり方

を考えていきたい。 

（交通局，神戸交通振興株式会社） 

（３）魚崎営業所管理運営業務 

②経緯 

＜指摘事項-16＞内部決裁手続きについて 

適切な内部手続きが完了した後に，委託業務契約書を締結

すべきであり，内部管理上手続きの見直しが必要である。 

 

 

委託契約書の締結後に，契約

書に不備が発覚したため，内部

手続きに時間を要した。今後は，

契約事務手続きにミスが生じな

いよう複数体制でチェックを行

うよう周知徹底した。 

（神戸交通振興株式会社） 

 
 
措置 
済 

④受託金額及び収支について 

＜意見-31＞営業所管理運営業務の受託金額の見積りについ

て 

営業所管理運営業務の事業損益が大幅な赤字となっている

年度があるが，会社としては個々の事業ごとに損益管理を行

い，利益を出していく必要がある。魚崎営業所の管理運営業

務についても，確実な事業見通しのもと損益管理を適切に行

い，損益が大きく変動することを抑えていく必要があり，そ

のためにも受託金額の見積りについてより慎重に行うことが

望まれる。 

 

魚崎営業所の管理運営業務の

受託業務の見積りについても，

これまでの人件費や経費等の実

績をもとに，その後の人件費の

増加なども見込んで算出してい

る。 

受託業務の見積りにあたって

は，将来的な費用増加や社会経

済情勢も十分に踏まえて慎重に

行っていく。 

（神戸交通振興株式会社） 

 
措置 
済 

⑥機器･備品の確認 

＜指摘事項-17＞固定資産の現物棚卸について 

固定資産について，経理規程において実地棚卸について定

めを設け，定期的な現物の棚卸を行うことが必要である。 

 

令和元年 12 月に経理規程の

改正を行い，期末に棚卸を行う

こととした。 

（神戸交通振興株式会社） 

 
措置 
済 

（４）車両整備業務 

③随意契約理由について 

＜意見-32＞交通局の車両整備業務委託契約(随意契約)の妥

当性について 

随意契約により長年行われているが，随意契約としてきた

理由が現状において妥当なものか，また神戸交通振興に委託

を行うことが最も効率的なことか，交通局は随意契約ありき

でなく，契約の都度，慎重に検討しなおすことが望まれる。 

 

 

神戸交通振興は，交通局の関

連団体として，長年にわたり高

い技術力で局職員だけでは対応

出来ない神戸市バスの整備業務

や整備品質の維持に貢献してき

た。 

昨今，旅客運送事業全体とし

て人材不足であり，近隣公営事

業者においても長年委託してき

た民間事業者への整備業務委託

の継続をやめ自家整備化した事

例も見られる。 

現在の業務規模を外部事業者

に委託する場合，受託可能な事

業者の選定が困難である一方

で，交通振興が有する人材は整

備業務の信頼性が高く，効率的

 
 
措置 
方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
な整備が可能であるため，今後

も整備品質の確保を図るため，

引き続き交通振興への業務委託

を維持しながら，将来的な委託

の方向性について検討していき

たい。 

（交通局） 

④受託金額及び収支について 

＜指摘事項-18＞受託金額の見積りについて 

受託金額の見積り単価については，人員構成の変化や給与

支給額の増減等があるにもかかわらず，長年にわたって見直

しが行われていない。見込まれる人員構成の変化や支給額の

増減及び受託契約に係る作業量等から適切な見積り単価及び

見積り作業時間を計算する必要がある。 

受託金額の見積り計算の根拠となる見積り作業時間や見積

り単価を適切に算出し，契約の都度，適切な見積り作業時間

及び単価に基づいて，受託金額の見積りを行うことが必要で

ある。 

 

令和 2 年度の契約に向け，給

与支給額の実態を踏まえた見積

単価の見直しを行うとともに，

各車庫における車両数や整備作

業の稼働状況等から適切な作業

時間を算出し，受託金額の見積

りを行った。 

（神戸交通振興株式会社） 

 

措置 
済 

⑥機器･備品の確認 

＜指摘事項-19＞備品の現物棚卸について 

備品について，定期的な現物の棚卸を行うことが必要であ

る。 

 

令和 2 年 2 月に備品管理台帳

を作成し，チェック表に基づい

た棚卸を実施，確認作業を行っ

た。 

また，毎年度末には，棚卸を

実施することとした。 

（神戸交通振興株式会社） 

 

措置 
済 

６．高速鉄道事業・自動車事業共通 

（１）乗車券事業 

③随意契約の理由について 

＜意見-33＞交通局の乗車券販売業務委託契約(随意契約)の

妥当性について 

乗車券販売業務については随意契約により長年行われてい

るが，神戸交通振興には長年携わってきた知識や経験があり

適切に業務が行われていることは否定しないが，他の定期券

発売所を受託している事業者にも一定の知識や経験が蓄積さ

れてきていることも事実である。今後，交通局は各事業者が

独立して業務を履行するに足る十分な知識や経験が蓄積され

ているか，その状況をみながら随意契約による契約方法の見

直しも検討することが望まれる。 

 

 

 

他事業者の現状を改めて精査

したところ，神戸市交通局の乗

車券販売業務における，定期券

発行システムの運用研修，業務

手順書の作成，運賃制度の教示，

販売方法の指導などの課題はあ

るが，本業務に関しては引続き

神戸交通振興への業務委託を維

持しながら，将来的な委託の方

向性について検討していきた

い。 

（交通局） 

 
 
 
措置 
方針 

⑤管理状況について 

＜意見-34＞カード類の棚卸について 

棚卸の際には，必ず棚卸表を作成し，適切に棚卸が行われ

たことを資料として残しておくことが内部管理上望まれる。 

 

毎年度末に実施しているカー

ド棚卸時に加え，毎月実施して

いる自主監査でもカード類の在

庫数確認を実施しているが，そ

の際使用した残数確認表を保管

していなかったため，令和元年

 
措置 
済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
10 月に実施した自主監査以降

は，カード残数確認表を社内報

告決裁に資料として添付し，決

裁完了後は乗車券課で保管する

よう是正した。 

（神戸交通振興株式会社） 
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令和元年度 財政援助団体等監査（３）監査結果措置状況 

≪公益財団法人神戸医療産業都市推進機構≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

⑴ 指摘事項 

①現金の取扱い，契約及び支払事務に関

するルールを整備するべきもの 

  機構での現金の取扱い，契約及び支払

事務に，次のような事例が見られた。 

 ア 現金の取扱いについて 

各担当課で受領した施設利用料金，

駐車場料金等の現金について，担当課

は「総務課（経理）受入現金簿」を作

成し，それを添えて現金を企画財務課

に引き継いでいる。引き継ぎを受けた

企画財務課では，「現金預り表」に預り

日付，担当者，金額，銀行口座入金日

等を記載し，管理している。 

企画財務課で平成 30 年度の「現金預

り表」を確認したところ，各担当課か

ら現金を引き継いでから預金口座へ入

金するまでの期間が，預かった当日に

入金しているケースもあれば，最も長

くて13営業日後に入金しているケース

があるなど，不規則な取扱いであった。 

企画財務課担当者に機構内での現金

取扱いのマニュアル類の有無について

確認したところ，機構独自のものは作

成しておらず，本市のルールに準拠し

て取り扱っており，現在は翌営業日に

は入金しているとのことであった。 

     また，指定管理施設「神戸臨床研究

情報センター」の担当課である施設管

理課において，センターの研修室，会

議室の利用料金のうち現金で収納した

ものの取扱いについて確認したとこ

ろ，原則として 1 週間分（土曜日から

翌週金曜日まで）を，金銭出納帳に記

帳のうえ課内の金庫で保管し，毎週金

曜日の午後，まとめて企画財務課に引

き継いでいるとのことであった。 

    そこで当該金銭出納帳を確認したと

ころ，令和元年 8 月下旬以降は概ね説

明のとおりの取扱いがされていたが，

 
 
 
 
 
ア 現金の取扱い 

平成 30 年度までは会議室の利用料金

収入等を企画財務課で引継いだ後、金庫

で保管し、２週間に一度、金融機関に取

りに来てもらう対応を取ってきたが、現

金の保管については神戸市のルールに準

拠した取扱いに合わせていくことが望ま

しいことから、令和元年度より中央市民

病院内の硬貨を入金できるＡＴＭを活用

して、収納した現金を即日又は翌営業日

中に入金する取扱いに改めることとし

た。 
しかしながら、当該処理方法は機構の

規程等で明確化したものではなく、企画

財務課の事務処理の見直しとして進めて

いたことから、施設管理課には同様の処

理は求めておらず、また企画財務課内で

も事務処理の流れが十分に浸透しておら

ず、一部の入金日が即日又は翌営業日で

はない日に実施したことから、不規則に

なってしまったものである。 
  

イ 契約及び支払事務について 
当機構の契約規程等には発注行為を行

う際に決裁が必要である旨が明記されて

いないものの、契約規程においては専決

契約の相手方は原則見積合わせが必須、

30 万円以下は見積合わせが省略可と規定

していることから、実態としては 30 万円

を超える専決契約は発注先を決定する際

に全て決裁を取っている。 
さらに 30 万円以下の案件でも重要な

案件は決裁を取るとともに、事務用品の

購入等については、通信販売のホームペ

ージの承認機能を活用して、担当者が必

 
 
 
 
 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

それ以前については，企画財務課への

引き継ぎ時期が不規則で，中には平成

30年5月14日に受領した利用料金につ

いて企画財務課へ同年 8 月 8 日に引き

継いでいたケースなど，長期間金庫で

現金を保管していた事例もあった。こ

の長期間にわたり保管していた事例に

ついては，早めに利用料金が納付され

たものについて，キャンセルがあった

場合に返還する可能性があり，利用日

が過ぎるまで保管していたものとのこ

とであるが，機構内部での現金取扱に

ついて定められたルールや指示等がな

い中，課内で現金取扱いについて検討

した結果，長期間現金を保管し続ける

ことは望ましくないことから，令和元

年 8 月下旬から現行の取扱いに改めた

とのことであった。 

    以上のとおり，企画財務課では，本

市のルールに準拠して即日又は翌営業

日に入金する取扱いとしているが，そ

の取扱いを他の担当課には求めていな

い状況であった。 

 

イ 契約及び支払事務について 

    機構は，契約事務にあたって契約規

程を定めており，さらに，企画財務課

作成の「専決契約の支出の流れ」では，

契約締結する際の支出決裁は，「実施方

針が必要な場合」，「100 万円超の物品・

役務等の支払」については作成が必要

だが，それ以外の場合は支出決裁の作

成は不要とされている。契約書の作成

を省略できる場合でも発注行為はある

はずなのに，契約規程等では発注行為

の決裁に関する規定がない。 

    また，会計規程第 6 条（出納役等）

及び第 13条（支払方法）では，次のよ

うに規定されている。 

第６条 会計事務を処理するため，

出納役及び出納員を置く。 

２ 出納役は会計事務を総括し，出

納員は会計事務を執行する。 

要な物品等を発注し、その内容を上長が

承認することで発注が確定する仕組みを

構築している。 
一方で、名刺作成等は決裁を取らずに

担当者が業者に発注を行う例もあった。 
また、現在、機構の会計規程で定義す

る「支出」及び「出納」が、実際の役割

と整合性が取れておらず、規程改正が必

要である。さらに振替伝票の作成やイン

ターネットバンキングでの送金等につい

ては複数人で作成及び確認を行い、相互

牽制を図っているものの、規程で明確な

役割分担を行っておらず、作業の慣行に

より行ってきた。 
 

上記を踏まえ、現金、契約、支払に関

する事務手続について欠落している点や

不備、リスク等に対応していくため、令

和２年４月１日付けで関係する規程改正

を改正し、職員全体に通知やマニュアル

を配布しルールの周知を実施したところ

である。今後はルールの徹底に努めてい

きたい。 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

３ 出納役には常務理事を，出納員

に経営企画部においては総務人事

課，企画財務課，施設管理課，研

究事業推進課，開発事業推進課，

監査室においては倫理安全監査

課，医療イノベーション推進セン

ターにおいてはＴＲＩ業務部，ク

ラスター推進センターにおいては

事業推進課，都市運営・広報課の

各担当課長を充てる。この場合に

おいて，上述の各担当課長は，そ

れぞれ担当する職務に応じて出納

員の職務を行う。 

第 13 条 支払を請求するときは，そ

の根拠となる書類を出納員に示さ

なければならない。 

２ 支払方法は，原則として銀行振込

とする。ただし，必要に応じて現

金又は小切手によることができ

る。 

   ３  出納員は，支払について正確に記

録しなければならない。 

   ４ 前各項に定めるもののほか，支払

方法について必要な事項は，専務理

事が定める。 

     この第 6条及び第 13 条で「出納員」

について規定しているが，一般に「出

納」とは「金銭や物品を出し入れする

こと」であり，「出納員」とは金銭や

物品を出し入れする役割の人である

が，第 6条では支出決議をする側の役

割分担を規定しており，「出納員」の

役割ではない。しかも，機構の組織等

規程では，企画財務課の事務分掌とし

て「出納に関すること」とされている。 

        なお，第 13 条第 4 項の「支払方法

について必要な事項」を定めたものの

有無を確認したところ，定めていない

とのことであった。 

企画財務課での支払方法について

担当者に確認したところ，担当者が

「振替伝票」を作成し，担当者 2名と

企画財務課長代理が決裁するとのこ
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

とであった。 

         

   現金の取扱いや，契約段階，支払段階

でのルールに欠落している事項や不整

合となっている事項があるため，現状の

リスクを評価した上でルールを整備し，

それをＰＤＣＡサイクルで検証，見直し

ながら運用していくべきである。 

②固定資産台帳を改善するべきもの 

    平成 30 年度末時点の「固定資産台帳」

と「期中除却・売却資産一覧」を確認し

たところ，「期中除却・売却資産一覧」

中の固定資産科目名「什器備品（特定資

産）」の期首帳簿価額が 67,950,441 円，

当期償却額 4,168,306 円となっていた。

その結果，一覧中の除却・売却時簿価は，

差引 63,782,135 円となるべきところ，

63,725,755 円と記載されていた（差額△

56,380 円）。 

  個別の資産ごとの明細で誤差の原因と

なっている資産を特定し，当期償却額の

計算について確認したところ，当期償却

額には問題はなく，減価償却費，固定資

産除却損，売却損は財務諸表に正しく反

映されているが，一覧でなぜそのような

標記になるのか，原因究明中とのことで

あった。 

   減価償却費，固定資産除却損・売却損

益の誤計上につながりかねないため，シ

ステム上，運用上の原因，問題点を究明

し，正しい帳簿となるよう改善するべき

である。 

 
資産の償却額等は正しく計上している

ものの、システムで出力した一覧表にお

いて異なる数値が記載されていたことか

ら、システム会社に報告し、原因分析を

実施した。 
原因は、平成 29 年度途中にシステムを

オンプレミス型からクラウド型へ移行す

る際に、償却方法の設定が何らかの理由

で従来の設定から異なる設定に変わった

ことが原因と判明した。 
すでにシステム会社によって設定を改

善しており、今後は正確な数値が表示さ

れるものと考えている。 

 
措置済 

 

③指定管理料の精算における用務終了日

を正しく記載するべきもの 

  本市所管局において神戸臨床研究情報

センターの平成 30 年度分指定管理料の

概算払支払精算書を確認したところ，用

務終了日は平成 31年 3月 31 日，精算年

月日が令和元年 5月 10 日となっていた。 

   神戸市会計規則第 50 条第 4 項で準用

する同規則第 48 条第 1 項によると，概

算払にかかる用務終了後 5日以内に精算

する必要がある。 

 
 
指定管理者からの精算報告書受理日を

用務終了日とすることを周知徹底した。 
今後は、適切な事務処理に努める。 

 
 

措置済 

78



 

  

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

概算払における「用務終了日」とは，

「概算払にかかる期間の最終日又は債

権者からの精算報告書受理日」となる。

旧年度に支出負担行為を行っていれば，

概算払や一般支払などの支払方法にか

かわらず，その予算は旧年度分であって

も出納整理期間中に支出負担行為書の

変更ができる。旧年度中に支出負担行為

を行った概算払の精算が年度をまたぐ

場合であっても，出納整理期間まで財務

会計システムでの減額精算登録ができ

る。 

     そこで，精算報告書を確認したとこ

ろ，指定管理者より「平成 30 年度神戸

臨床研究情報センター事業報告書の提

出について」として令和元年 5月 9日付

けで提出されていた。 

   本市所管局は，用務終了日は精算報告

書受理日として処理するべきである。 

(4)意 見 

①小口現金等取扱要綱の改正について 

   機構では，小口現金及びつり銭準備金

の取扱いについて，「小口現金等取扱要

綱」を定め運用しているが，その第 12

条では，「現金管理者は，交付を受けた

小口現金等を年度の末日及び保管の理

由が消滅した日から 3 日以内に返納す

る」と規定している。しかし，小口現金

等の交付を受けている各担当課では，平

成 30 年度末には残額を返納せず，継続

して保管していた。 

     小口現金は，要綱でも規定していると

おり「少額でかつ即時支払をしなければ

調達等が困難なものに対応するため」，

つり銭準備金は施設利用料金の現金で

の支払いに対応するため備えておくも

のであるから，継続して手許に持つべき

ものであり，各所属でもそのように運用

されている。 

   年度末での返納が不要となるよう，要

綱を改正されたい。 

 

 

小口現金等取扱要綱では小口現金やつ

り銭準備金を扱う担当課が年度末に一

旦、保有している小口現金等を返納する

と定めているが、実態として年度末、年

度初めにも継続して手許に保有しておく

必要があったことから、要綱の規定と異

なる対応をしてきたのが現状である。 
上記を踏まえ、年度末に返納が不要と

なるための要綱改正を令和２年４月１日

付けで実施し、関係職員に対して周知を

実施したところである。今後はルールの

徹底に努めていきたい。 

 
 

措置済 
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令和元年度 財政援助団体等監査（３）監査結果措置状況 

≪公益財団法人計算科学振興財団≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

⑴ 指摘事項 

①事業期間を設定した資金計画の策定を

検討するべきもの 
 県・市・商工会議所が出捐し，平成 20
年１月に財団法人として設立され，平成

25 年 4 月に公益財団法人に移行してい

る。産業界のスパコン利用企業層の拡大

を目的に整備された公的スーパーコンピ

ュータ，FOCUS スパコンの企業の利用

は平成 31 年 3 月末の累計利用は 301 法

人，469 課題となっている。スパコン講

習会やセミナーも開催している。また，

研究拠点（COE）形成事業として，財団・

県・市が連携し，ポスト「京」を中核と

する計算科学の研究教育拠点の形成に資

する研究に助成金を交付している。平成

30年度のFOCUSスパコン等利用料収益

は収入の約 4 割を占めるが，大口の利用

企業が減少したことなどにより減少し

た。 
 「神戸市外郭団体監理に関する検討委

員会の意見まとめ（平成 27 年 3 月）」で

は，以下のような理由により，長期経営

計画を作成することが求められている。 
《意見抜粋》 
「外郭団体は自立性を求められるが，併

せて市の政策との役割分担も求められ

る。外郭団体の組織形態や政策代替性の

違い，会社法の施行や公益法人制度改革

による制度的変化を踏まえ，市は外郭団

体に求める役割を外郭団体と相互確認の

もと明確にすることを検討するべきであ

る。これに合わせて外郭団体は，長期経

営計画を策定する必要がある。」 
 財団においては，東大教授や富岳の責

任者，元文部科学省の事務方トップなど

最新の知見を持ったメンバーからなる理

事会の議論で単年度の事業計画を策定し

ているため，長期経営計画は不要として

いる。科学技術の進歩や社会政治情勢等

 

 

 

財団設立当初より、スパコンの設備投

資は経常的な予算ではなく、国の補正予

算頼みとなっていることや、建物が民間

リースとなっていることなど融資担保で

きる財産がないため、財団自ら設備投資

を計画的に進めることができない構造と

なっている。 

スパコンは４年程度で陳腐化し、競争

力がなくなるため、新しく更新していく

必要がある。これまでに、積立計画をつ

くり財団自ら設備投資を試みたことがあ

るが、積立金は計画の半分にも満たず、

また、国に要望するものの支援も得られ

ず、適切な規模の設備投資ができなかっ

たため、最近では、スパコン収入の減少

が続いている。 

スパコンの利用料金は、できるだけ安

価に提供できるように、設備投資資金を

含めず、光熱費や保守管理費などの運営

費を利用料金として、企業の方々にご負

担いただいる。そのため、余剰金が出た

としても、適切な規模のスパコンを更新

できる程の資金を積み立てるのは困難な

状況である。 

さらに、スパコン等の IT関連の社会環

境は変化が激しいこともあり、余剰金が

どれぐらい見込めるのか計画が立てにく

く、例えば、AI などのスパコン利用は、

最近になって増えてきており、これにあ

わせた設備投資が急務となっているが、

数年前まではこのような考えはなかっ

た。 

中期経営計画については、県・市・経

済界の要請でこれまで 2 回策定したが、

前述のとおり、計画した内容と実態が大

きく乖離し、計画として意味のないもの

となっていたため、その後の中期経営計

 
 
 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

著しい変化の下で事業を行うため，新技

術によって事業環境が激しく変化し，過

去に計画を策定したが，全く実情に合っ

ていなかったこともあり，長期経営計画

を策定していないとのことである。 
 しかし，一般的に新たな投資を行う場 
合には，単年度だけでなく当該投資に対 
する事業期間に応じ，投資，運用の両面 
にわたり複数年での見通しが必要であ 
る。     
財団は，スーパーコンピュータの産業 

利用及び普及啓発などに関する事業を推

進しており，負担金・補助金など国・県・

市が負担の枠組みを構築し，財団の事業

を推進しているが，投資，運用の両面に

わたって自主財源も確保しながら事業を

進めている。 
FOCUS スパコンは，スーパーコンピ 

ュータ「京」の産業利用を促進するため

にあるとのことであり，今までの増強ほ

か新たな投資は国・県・市の枠組みの中

で確保されているが，自主財源でも増強

を行っている。令和元年度 2 月補正予算

が，国・県・市が連携して行う約 4 億円

の FOCUS スパコンの増強等事業として

議決されている。令和 3 年頃には「富岳」

の運用開始が予定されている。増強が既

存事業のコストとなるのか，新たな事業

の投資なのかによって事業期間はかわ

る。 
 運用段階での見通しでは，新たな投資 
をすると投資，投資後の収益増，投資の 
陳腐化による収益減という一定のサイク 
ルがあることを前提に，自主財源の確保， 
コスト面での負担を想定しておくべきで 
ある。 
コスト面では複数年度にわたる負担と 

して，財団は入居ビルの長期リース契約

（令和 11 年まで）を民間としており，単

年度のリース支払いは県・市の負担金の

もと行われているが，契約書上，期間終

了時には建物撤去費用，撤去期間中の土

地賃料を財団と一緒にビルに入居する県

画については策定せず、単年度ごとの事

業計画を立て、社会環境の変化にあわせ

て柔軟に対応してきている。 

ご指摘のとおり、今後、富岳及びポス

ト「富岳」への対応など新たな事業展開

が必要となってくる。そのため、単年度

ごとの事業計画だけでなく、中長期的な

展望をもった事業計画についても、理事

会をはじめ国・県・市と十分に議論して

進めてまいりたいと考えている。 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

立大学とで負担することとなっている。

また契約書上，建物を撤去することとな

っているが，契約期間終了後も財団が建

物の利用を希望した場合，協議の上，新

たな契約を結ぶことができることとなっ

ている。建物を使い続ける場合には，ポ

スト「富岳」の産業利用及び普及啓発と

いった新たな事業展開での使用と思われ

る。 
 新たな投資を行う際には，事業期間を 
設定した資金計画を策定することを検討 
するべきである。 
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令和元年度第 2期工事定期監査及び出資団体工事監査の結果に基づき講じた措置等 

（行財政局，建設局，建築住宅局，教育委員会事務局，公立大学法人 神戸市外国語大学） 

建設局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(1) 重点項目「工事の安全管理」   

ア コンクリート破砕時の呼吸用保護具未使用 

 本業務は，玉津処理場の砂ろ過施設の 1，2号池を

改修するものである。 

改修では，集配水装置を取り換えるため，屋内で

コンクリートの破砕作業を行っていた。 

「粉じん障害防止規則」では，「事業者は手動式動

力工具を用いてコンクリートを破砕する作業に労働

者を従事させる場合にあつては，粉じんの発散を防

止するために有効な措置を講じなければ，当該作業

に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ

なければならない。」とされている。 

しかし，本業務では，粉じんの発散を防止するた

め，ダクトによる集じんと散水を行っていたが，こ

れらの対策が十分でない状況があった。その状況の

中で，一部の作業員が呼吸用保護具を使用していな

かった。 

発注者として，法令等を遵守するよう，請負人へ

の指導を行うべきである。 

なお，平成 29年 6月の規則改正により，屋外での

同様の作業においても呼吸用保護具の使用が必要と

なっている。 

 

（建設局西水環境センター西神施設課） 

［No.53 玉津処理場 1・2号砂ろ過池改修］ 

 

 

 

呼吸器用保護具を使用していなかったの

は，作業に応じて必要とされる保護具に関

して認識が不足しており，全作業員に使用

を徹底できていなかったことが原因であ

る。 

 再発防止のため，令和元年 12 月 10 日に

機械・電気職合同会議（工事監督課の機械・

電気職の職員で構成）で指摘内容を周知徹

底，同月 12日に工事安全協議会（工事監督

課の職員と請負人で構成）の安全パトロー

ルで保護具使用の徹底を指導，さらに，令

和 2 年 2 月 6 日に工事安全協議会で粉じん

対策について指導を行った。 

 また，下水道部と水環境センターの職員

に対し，同年 3 月 4 日の施設部会（機械・

電気職の係長級職員で構成）及び同月 11日

の処理施設担当課長会（機械・電気職の課

長級職員で構成）において粉じん対策につ

いて周知徹底を行った。 

  

 

措置済 
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建築住宅局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(1) 重点項目「工事の安全管理」   

イ 屋上トップライトのガラスの撤去新設作業 

 本工事は，東灘区における卸売市場の屋上防水そ

の他の改修工事である。 

工事では，高さ約 6mの屋根に設置されたトップラ

イトのガラスを交換していた。 

高さが2m以上の箇所で作業を行う際に墜落の危険

がある場合，請負人は「労働安全衛生規則」に基づ

き，足場を組み立てる等の方法により作業床を設け

なければならない。また，作業床を設けることが困

難なときは，防網を張ったり，墜落制止用器具（安

全帯）を使用させたりするなど，墜落による危険を

防止するための措置を講じなければならない。 

しかし，本工事では，墜落のおそれのある開口部

において，下からは高所作業車を用いて，上からは

緩やかな勾配の金属屋根上で作業を行っていたが，

墜落防止措置について作業計画（施工計画書）の事

前確認が十分ではなく，墜落制止用器具の使用等の

墜落防止措置が不十分であった。 

発注者と請負人双方が作業計画（施工計画書）に

基づいて事前に作業手順や安全性を確認し，必要な

安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるよう，

発注者による安全管理の徹底と請負人への指導を行

うべきである。 

 

（建築住宅局建築課） 

［No.73 東部市場卸売場棟他1棟屋上防水他改修工 

事］ 

 

 

墜落のおそれのある屋根の開口部の墜落

防止措置について，作業計画（施工計画書）

等の事前確認が十分でなく，屋根上で親綱

を張って墜落制止用器具を使用することに

ついて検討が十分でなかったことが原因で

ある。 

 今後は，このようなことがないよう，令

和2年 2月 26日の課内会議で管理職へ指摘

事項について報告し，安全管理の周知を行

うとともに，担当者にはその週の各係の係

会議で同様に周知を行った。併せて，指摘

のあった当該工事の請負人に対し，改めて

安全管理の徹底について指導を行った。 

請負人に対しては，着工前の現場説明資

料に，高さ 2m以上の作業で墜落の危険があ

る場合，墜落制止用器具の使用など墜落に

よる危険防止措置を講じることを追記する

ことにより，工事現場における安全管理の

徹底を指導していく。 

 

 

措置済 
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公立大学法人 神戸市外国語大学 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(1) 重点項目「工事の安全管理」   

ウ 電気による危険の防止 

本工事は，西区における大学体育館棟受変電設備

の更新工事である。 

工事の実施にあたっては，別途，「設計及び工事監

督業務」を委託していた。 

「労働安全衛生規則」では，「事業者は，低圧の充

電電路の点検，修理等当該充電電路を取り扱う作業

を行う場合において，当該作業に従事する労働者に

ついて感電の危険が生ずるおそれのあるときは，当

該労働者に絶縁用保護具を着用させ，又は活線作業

用器具を使用させなければならない。」とされてい

る。 

しかし，本工事では，通電状況の確認作業等にお

いて絶縁用保護具（手袋など）を着用する等の対策

が行われていなかった。 

発注者として，法令等を遵守し，安全管理を徹底

するよう，監督業務の受託者及び工事の請負人への

指導を行うべきである。 

 

（公立大学法人 神戸市外国語大学） 

［No.100 平成30年度神戸市外国語大学体育館棟受 

変電設備他更新工事］ 

 

請負業者が，作業員に対し事前に徹底し

た注意喚起を怠ったことが原因である。 

再発防止のため， 令和元年12月 20日に，

請負人及び工事監督業務の受託者に対し，

事前及び施工中に安全管理を徹底するよ

う，文書にて注意喚起を行った。 

今後の発注工事についても，着手前の説

明資料に本指摘内容について記載し，注意

喚起を行っていく。 

 

措置済 
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建設局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(2) 設 計   

ア 護岸横帯工の設計変更 

 本工事は，北区における準用河川の改修工事であ

る。 

改修では，河道を拡幅して両岸にブロック積護岸

を設置しており，護岸施工区間の中間部に護岸の変

位・破損が他に波及しないよう絶縁する目的で，横

帯工が施工されていた。 

横帯工は，「河川改修設計指針」（建設局防災部）（以

下，「指針」という。）に基づき設計されていたが，

その後，指針が改訂され，幅が縮小されたため，こ

の変更を請負人に口頭でのみ指示していた。 

「土木工事共通仕様書」では，「監督員がその権限

を行使するときは，原則として書面により行うもの

とする。ただし，緊急を要する場合は監督員が，請

負人に対し口頭による指示等を行えるものとする。

口頭による指示等が行われた場合には，後日書面に

より監督員と請負人の両者が指示内容等を確認する

ものとする。」とされている。 

しかし，本工事では，口頭指示した内容が緊急を

要するものではなく，仮に緊急を要するものであっ

たとしても，後日書面により確認していなかったこ

ともあり，指示内容が施工には反映されていたが，

完成図書には反映されていなかった。 

設計変更にあたっては，発議者，年月日，内容等

を発注者と請負人の両者が齟齬なく合意するため

に，工事打合簿等，書面による確認を徹底するべき

である。 

 

（建設局北建設事務所）                   

［No.18 (準)僧尾川改修工事その 2］ 

 

「土木工事共通仕様書」の規定の理解不

足により，請負人に対する施工内容の変更

指示を書面により行っていなかったことが

原因である。 

再発防止に向け，発注者と請負人の両者

が齟齬なく合意するために書面により指示

することについて，事務所の職員に対し，

令和2年 2月 14日より周知を行い，さらに，

同月28日に再発防止に向けた意見交換会を

行った。 

また，局内技術職員に対し，同年 3 月 11

日の安全推進担当課長会，同月 18日の土木

工事関係係長会をはじめ，あらゆる機会に

おいて周知徹底し，再発防止を図った。 

 

措置済 

 

86



行財政局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(3) 契 約   

ア 設備使用料の控除 

本業務は，中央区他 6 区役所の電話交換設備保守

点検業務である。 

仕様書では，「発注者は受注者に対し，請負業務の

履行のために必要な駐車場等を，請負業務の履行中，

有償で提供するとし，受注者は，提供の対価を発注

者に支払わなければならない。」，また，「対価につい

ては，発注者が，請負業務の最終の履行確認後，請

負金額から控除して受注者に支払うことにより決済

する。」とされている。 

しかし，本業務では，対価（税込 75,600 円）の控

除を行っていなかったため，支払いが過大となって

いた。 

仕様書に定めている設備使用料の控除について

は，その対象，内容等の必要性を精査し，組織とし

て確認したうえで，適正な支払いを行うべきである。 

 

（行財政局区役所課） 

［No.6 中央区役所他 6区役所電話交換設備点検業 

務］ 

 

仕様書の確認不足による控除漏れが原因

である。 

本件については，令和元年 12月に請負人

に設備提供の対価について説明し，令和 2

年 1月 10 日に納入を受けた。 

設備使用料の控除については，各区役所

及び請負人に設備使用の実績を確認したう

えで必要性を精査し，令和 2 年度の業務に

ついては，発注者が設備提供の対価を控除

する方法を改め，設備使用の実情に合わせ

て，請負人は駐車場使用料を駐車場管理者

に支払うこととした。 

 

措置済 
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建築住宅局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(4) 施 工   

ア 運搬車両の過積載 

請負人は，建設副産物等の運搬にあたっては，道

路運送車両法で定められた最大積載量を遵守すると

ともに，本市で平成 24 年 10 月に策定した「過積載

防止対策要領」に基づき，過積載の防止対策を講じ

なければならない。 

「過積載防止対策要領」では，「請負人は，「搬出

車両記録表」及び「計量票」を毎月 1 回又は監督員

から請求があった場合に提出しなければならな

い。」，また，「監督員は，工事現場及び搬出車両記録

表等で過積載を確認した場合，請負人に対し改善指

導を行うものとする。」とされている。 

しかし，下記の工事において，過積載があった。 

過積載とならないよう請負人を指導し，法令遵守

をより徹底するよう積極的に取り組むべきである。 

 

① 

・「搬出車両記録表」が所定の様式で作成されておら

ず，過積載を行った車両や台数について，提出書

類だけでは第三者による確認が正確にできなかっ

た。 

・また，書面による改善指導が必要な時も口頭で行

われていたとのことである。 

・追加資料（工事施工後に請負人から提出を受けた

「搬出車両記録表」）の提出を受けて確認した結

果，建設発生土の運搬において，過積載が 4 か月

間にわたり計 32台発生しており，改善指導が行わ

れなかった月があった。 

 

（建築住宅局建築課） 

［No.66 旧ドレウェル邸（ラインの館）保存改修工 

事］ 

 

 

請負人及び監督員が，過積載防止対策要

領の趣旨を正しく理解できていなかったた

め，適切な指導を行えなかったことが原因

である。 

 今後は，このようなことがないよう，令

和 2年 2月 26 日の課内会議で管理職に，そ

の週の各係の係会議で担当職員に指摘事項

について報告し，過積載防止対策の周知を

行った。併せて，指摘のあった当該工事の

請負人に対し，改めて過積載防止対策の徹

底について指導を行った。 

請負人に対しては，着工前の現場説明資

料に，搬出車両記録表を毎月末提出するな

ど，過積載防止対策要領に基づく関係法令

等の遵守を追記することにより，施工管理

の徹底を指導していく。 
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建築住宅局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

   

③ 

・「搬出車両記録表」が工事施工後一括して提出され

ていた。 

・そのため，必要な改善指導が行われていなかった。 

・結果，建設発生土の運搬において，過積載が 3 か

月間にわたり計 61台発生していた。 

 

（建築住宅局建築課） 

［No.72 小磯記念美術館屋上防水及び外壁改修他 

工事］ 
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建設局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(4) 施 工   

ア 運搬車両の過積載 

請負人は，建設副産物等の運搬にあたっては，道

路運送車両法で定められた最大積載量を遵守すると

ともに，本市で平成 24 年 10 月に策定した「過積載

防止対策要領」に基づき，過積載の防止対策を講じ

なければならない。 

「過積載防止対策要領」では，「請負人は，「搬出

車両記録表」及び「計量票」を毎月 1 回又は監督員

から請求があった場合に提出しなければならな

い。」，また，「監督員は，工事現場及び搬出車両記録

表等で過積載を確認した場合，請負人に対し改善指

導を行うものとする。」とされている。 

しかし，下記の工事において，過積載があった。 

過積載とならないよう請負人を指導し，法令遵守

をより徹底するよう積極的に取り組むべきである。 

 

② 

・「搬出車両記録表」が工事施工後一括して提出され

ていた。 

・そのため，必要な改善指導が行われていなかった。 

・結果，建設発生土の運搬において，過積載が 3 か

月間にわたり計 4台発生していた。 

 

（建設局北建設事務所）                     

［No.18 (準)僧尾川改修工事その 2］ 

 

 

請負人及び監督員が，過積載防止対策要

領の趣旨を正しく理解していなかったた

め，適切に指導できなかったことが原因で

ある。 

再発防止に向け，請負人に対し，工事の

初回打合せ時に書類の提出の徹底を連絡し

たうえで，毎月初めにも書類の提出を求め

ることとした。 

事務所の職員に対しては，各工事の毎月

の過積載発生状況をリスト化して把握させ

ることとした。 

以上について，事務所内で令和 2 年 2 月

14 日より周知を行い，さらに，同月 28日に

再発防止に向けた意見交換会を行った。 

また，局内技術職員に対し，同年 3 月 11

日の安全推進担当課長会，同月 18日の土木

工事関係係長会をはじめ，あらゆる機会に

おいて周知徹底し，再発防止を図った。 
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建築住宅局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(4) 施 工   

イ 斜面の安全対策の徹底 

 本工事は，中央区における市有地の法面安定処理

工事である。 

工事では，老朽化によりコンクリートの一部が剥

落する等，近隣に影響を及ぼしていた宅地擁壁を取

り壊し，緩やかな安定法面に造り直すため，斜面を

掘削していた。 

平成 30年 5月，本市発注工事において掘削した斜

面が崩壊し，監督員が土砂に巻き込まれる事故が発

生したことを受けて，神戸市工事安全管理委員会よ

り「斜面の安全対策について（依頼）」等の通知（以

下，「通知等」という。）が出された。 

通知等では，高さ（深さ）1.5m を超え，かつ土留

工を施していない掘削斜面を対象に，「危険を及ぼす

おそれのある斜面の判定」として，安全管理レベル

の判定を行うこと，必要があれば地質調査を行い，

緩勾配化や土留の設置等の安全措置について協議す

ること，これらを特記仕様書に記載することを求め

ている。 

また，「施工（作業）計画の確認等」として，施工

前に施工計画書が，工事に則したものか確認するこ

と，施工中においても計画どおりに実施しているか，

変更がある場合は，事前協議のうえ必要な計画変更

を実施しているかの確認，指導を徹底することを求

めている。 

しかし，平成 30 年 11 月に着手した本工事では，

高さ約9mの斜面を土留工を施さず掘削するにもかか

わらず，特記仕様書への記載がなされていなかった。

このため，「危険を及ぼすおそれのある斜面の判定」

の措置がなされていなかった。また，「施工（作業）

計画の確認等」の措置も不十分であった。 

発注者として，法令や各種基準，通知等を平素か

ら的確に把握・理解し，安全管理の徹底と請負人へ

の指導を行うべきである。 

 

（建築住宅局技術管理課） 

［No.58 山本通 4丁目地内法面安定処理工事］ 

 

「危険を及ぼすおそれのある斜面の判

定」の措置，及び，「施工（作業）計画の確

認等」の措置が不十分であったのは，神戸

市土木技術管理委員会等からの通知につい

て，組織内における周知方法に不備があり，

特記仕様書に必要な記載をしていなかった

ことが原因である。 

再発防止のため，令和 2年 2月 14 日に係

会議で本指摘内容の説明を行い，各通知が

確実に周知されるよう，電子メールに加え

て資料も回覧するなど，周知方法の見直し

を行った。さらに，工事発注の際には，最

新の特記仕様書の記載例を他の部局から入

手して，記載内容に漏れがないかの参考に

するなど，工事発注業務の見直しを行った。 
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建築住宅局 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

(4) 施 工   

ウ 防火区画の貫通処理 

 本工事は，中央区における小学校こどもひろばの

電気設備工事である。 

工事では，階段室と保育室等の壁（防火区画）を

貫通して，照明等への配管がなされている。 

「建築基準法施行令」では，防火区画を貫通する

配電管等の構造は，それぞれ両側に 1m以内の距離に

ある部分を不燃材料で造るか，又は国土交通大臣の

認定を受けた工法で造ることとされている。 

 しかし，本工事では，貫通部の開口をパテで充填

したのち，熱で膨張するシートを管周りと壁面の 2

か所に貼りつける認定工法を採用していたにもかか

わらず，管への貼りつけはなされていたものの，壁

面への貼りつけがなされていなかった。 

 発注者と請負人双方が作業計画（施工計画書）に

基づいて事前に作業手順や安全性を確認し，法令に

基づき適正に施工するべきである。 

 

（建築住宅局設備課）                     

［No.80 湊小学校こどもひろば整備電気設備工事］ 

 

 

電線等の防火区画貫通にかかる国土交通

大臣認定工法に対する請負人の認識不足

に加え，監督員が適切な指導を行わなかっ

たことが原因である。 

措置として，当該現場において，令和 2

年 1 月 20 日に認定書に記載の施工方法の

とおり手直しを行った。 

再発防止のため，本指摘内容について，

令和 2 年 2 月 13 日の課内会議で管理職へ

の周知徹底を行い，その後の係会議で担当

者にも周知徹底を行った。 

今後，大臣認定工法を採用する際は，監

督員が請負人に対し，大臣認定書に記載の

施工方法に基づく施工計画書及び施工要

領書の提出，社内検査等による確認などを

求めるとともに，大臣認定工法にかかる施

工計画書及び施工要領書の確認，抽出によ

る施工確認などを徹底する。 
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建設局 

意見の概要 措置内容 措置状況 

   

ア フラップゲートの取付け（設計） 

 本工事は，北区における準用河川の改修工事であ

る。 

改修では，河道拡幅に伴い，旧河川に流れ込んで

いた水路 3 本を付け替えており，うち 2 本は護岸の

堤体内に，残る 1 本は護岸上に付け替え，それぞれ

の吐口にフラップゲートを設置していた。 

「河川管理施設等構造令」の解説では，堤体内に

暗渠を挿入して設けられる樋門は，計画高水位以下

の水位の流水の作用に対して安全な構造とすること

とされており，本川からの逆流を防止するため，吐

口にゲートを設置することとされている。 

しかし，本工事では，河川の計画高水位より高い

護岸上の水路の吐口にも，吐口からの水勢の抑制を

図るため，フラップゲートを取り付けていた。 

小口径の水路では，フラップゲートを設置するこ

とで，土砂その他の雑物が詰まりやすくなり，その

排除の方途に窮することが多いことから，他の方法

を検討されたい。 

 

（建設局北建設事務所）                     

［No.18 (準)僧尾川改修工事その 2］ 

 

 

維持管理面も含めた長期的な検討が不十

分であったことが原因である。 

今後は，代替案も含めて広く検討を行っ

ていけるよう，事務所の職員に対し，令和 2

年 2月 14 日より周知を行い，さらに，同月

28 日に再発防止に向けた意見交換会を行っ

た。 

また，局内技術職員に対し，同年 3 月 11

日の安全推進担当課長会，同月 18日の土木

工事関係係長会をはじめ，あらゆる機会に

おいて周知徹底し，再発防止を図った。 
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建設局 

意見の概要 措置内容 措置状況 

   

イ 共通仮設費率及び現場管理費率の補正（積算） 

 本工事は，北区における準用河川の改修工事であ

る。 

「土木工事標準積算基準書」では，2車線以上（片

側 1車線以上）かつ交通量が 5,000 台/日以上の道路

において通行規制を行う場合，共通仮設費率及び現

場管理費率を補正することとされている。 

本工事では当初，仮設道路整備時，及び護床工等

の施工時には，国道 428 号を片側交互通行に規制す

る想定としていたため，補正を行っていた。しかし，

実施工では，仮設道路は後背地の農道を利用して，

また，護床工等は先行整備した仮設道路を利用して，

国道を規制することなく施工できた。 

積算にあたっては，現場状況を的確に把握したう

え，一般交通への影響を最小限に留め，かつ効率的

な施工方法を十分に検討したうえ，共通仮設費率及

び現場管理費率を補正するべきか判断されたい。 

本市では，設計・積算の精度向上を図るため，「設

計図書照査の手引き」を作成しており，また，設計

図書の照査の技術力向上を図るため，「設計図書の技

術審査」を行っている。組織として積極的にこれら

の活用も検討し，再発防止に努められたい。 

 

（建設局北建設事務所） 

［No.18 (準)僧尾川改修工事その 2］ 

 

 

 

現場状況を的確に把握し，施工方法の十

分な検討が行えていなかったことが原因で

ある。 

今後は，現場条件や施工方法について，

想定を拡げ，現地により見合った検討を行

えるよう，事務所の職員に対し，令和 2年 2

月 14 日より周知を行い，さらに，同月 28

日に再発防止に向けた意見交換会を行っ

た。 

また，局内技術職員に対し，同年 3 月 11

日の安全推進担当課長会，同月 18日の土木

工事関係係長会をはじめ，あらゆる機会に

おいて周知徹底し，再発防止を図った。 
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教育委員会事務局 

意見の概要 措置内容 措置状況 

   

ウ 製造その他請負契約約款の徹底（契約） 

本業務は，神戸市立工業高等専門学校における実

験等にて発生した酸性やアルカリ性の廃水を処理す

る施設の運転及び点検整備などを行うものである。 

「製造その他請負契約約款」では，「契約の履行に

関して，業務責任者を選任し，その氏名，連絡先そ

の他必要な事項を書面により通知する。」，また，「業

務責任者は従業員の指揮監督を行うとともに，請負

の履行管理及び，甲との連絡等にあたる。」とされて

いる。 

また，仕様書では，「事前に技術者の名簿，経歴書

等必要書類を提出し承認を受けること。」とされてい

る。 

しかし，本業務では，業務責任者の選任通知書類」

が提出されておらず，追加資料の提出を受けて確認

した結果，運転等の業務を行っていた従業員が業務

責任者でもあるとのことであった。 

契約後速やかに，業務責任者の選任通知書類及び，

業務に従事する技術者の名簿等，必要書類の提出を

求め，適切な業務の執行体制の確認に努められたい。 

 

（教育委員会工業高等専門学校事務室） 

［No.98 神戸市立工業高等専門学校廃水処理施設 

運転業務］ 

 

本件は，請負人に契約約款の理解不足が

あり，なすべき通知を懈怠したこと，及び，

発注者の関係職員が，業務責任者に係る通

知の重要性の認識が希薄であったことが原

因である。 

この業務は，廃水処理施設の運転につい

て，毎年度，入札により請負人を決定して

いるが，平成 31年度の契約では，請負人か

ら通知書類の提出を受けている。 

また，本意見を受け，令和 2 年度の業務

の契約前に，事務室長以下関係職員で約款

の各条項について改めて確認を行った。 

今後，遺漏のない適切な履行確認と請負

人に対する指導を行っていく。 
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建設局 

意見の概要 措置内容 措置状況 

   

エ 改良土の六価クロム溶出試験（施工） 

 本工事は，市内西域における河川の維持管理，災

害復旧等の工事である。 

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土

から，条件によっては有害物質である六価クロムが

土壌環境基準を超える濃度で溶出する可能性がある

ことを受けて，平成 13年 1月，神戸市土木技術管理

委員会委員長より「セメント及びセメント系固化材

の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当

面の措置について（通知）」が出された。 

通知では，セメント及びセメント系固化材を地盤

改良に使用する場合，六価クロム溶出試験（以下，「溶

出試験」という。）を実施し，土壌環境基準を勘案し

て必要に応じて適切な措置を講じることを求めてい

る。 

また，溶出試験の実施要領では，室内配合試験と

して，異なる添加量の供試体を作成して強度試験等

を行い，添加量と強度の相関性から現場添加量を決

定し，その添加量に最も近い供試体を選び，溶出試

験を行うこととされている。 

本工事では，溶出試験を添加量 50kg/㎥で実施した

後，室内配合試験を行わず，土質から判断して添加

量を 100kg/㎥に設定していた。しかし，現場での改

良の結果，最終的な添加量が 155kg/㎥となり，溶出

量の評価が不明瞭な状況となっていた。 

添加量の変更が想定される土壌においては，異な

る添加量で溶出試験を複数行うなど幅を持って評価

できる方法を検討されたい。 

 

（建設局西建設事務所） 

［No.20 平成 30年度河川等単価契約工事（その 2）］ 

 

 

 セメント及びセメント系固化材を地盤改

良に使用する際に，最終の添加量に見合っ

た条件で試験を実施していなかったのは，

関係通知文に対する認識が不足していたこ

とが原因である。 

 再発防止のため，令和 2年 2月 19 日に事

務所内の全監督員に対し，本意見内容につ

いて報告し，再発防止に向けた意見交換会

を行ったうえで，周知徹底を行った。 

また，局内技術職員に対し，同年 3 月 11

日の安全推進担当課長会，同月 18日の土木

工事関係係長会をはじめ，あらゆる機会に

おいて，周知徹底し，再発防止を図った。 

 

措置済 
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建設局 

意見の概要 措置内容 措置状況 

   

オ クレーン作業時の立入禁止（施工） 

 本工事は，西部処理場において，汚水を揚水する

ポンプ棟の土木施設を築造する工事である。 

「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官

房技術調査課）では，「移動式クレーン作業中は，吊

り荷の直下のほか，吊り荷の移動範囲内で，吊り荷

の落下による危険のある場所への人の立入りを禁止

すること。」とされている。 

本工事では，土留支保工の仮設鋼材を搬出するた

め，移動式クレーンでの作業中に，つり荷の移動範

囲内で，つり荷が落下する危険のある場所に人が立

ち入っていた。 

発注者として，作業計画（施工計画書）が提出さ

れた際には，事前に作業手順や安全性を確認し，特

に作業スペースに余裕がないなど制約のある場所で

の作業については，確実な安全対策を十分に検討し

たうえで，これを作業員に遵守させるために，安全

教育を徹底するなど，事故の未然防止に努めるよう，

請負人への指導と安全管理の徹底に努められたい。 

 

（建設局中央水環境センター管理課） 

［No.39 西部処理場高段ポンプ棟他築造工事その 2 

（土木）］ 

 

 

移動式クレーンによる作業中に，つり荷

が落下する危険のある場所に作業員が一時

的に立ち入った状態になっていたことにつ

いては，クレーンによる巻上げ前の確認不

足が原因である。 

再発防止のため，令和2年2月19日に工事

連絡会（工事監督課の職員と請負人で構成）

を開催し，各請負人に対しクレーン作業時

の立入禁止に関する法令，指針等の周知徹

底を行った。今後とも，工事現場における

安全管理の徹底を指導していく。 

また，下水道部と水環境センターの職員

に対し，同月 26日の土木担当課長会，同年

3 月 11 日のサービス部会（維持管理部門の

係長級職員で構成）及び同月 12日の建設部

会（工事部門の係長級職員で構成）におい

て本事例について説明し，各職場に周知を

行った。 

 

措置済 
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建築住宅局 

意見の概要 措置内容 措置状況 

   

カ クレーン，玉掛作業の安全確保（施工） 

本工事は，玉津処理場における汚水ポンプ棟，放

流ポンプ棟及び吉田ポンプ場の換気設備を改修する

工事である。 

厚生労働省の「玉掛け作業の安全に係るガイドラ

イン」では，「クレーン等の作業中は直接，つり荷及

び玉掛け用具に触れないこと。」とされている。 

しかし，本工事では，ファンの搬出入時につり荷

に直接手を触れた状態でクレーン操作の補助を行っ

ていた。 

発注者として，作業計画（施工計画書）が提出さ

れた際には，事前に作業手順や安全性を確認し，必

要な安全対策を講じて事故の未然防止に努めるよ

う，請負人への指導と安全管理の徹底に努められた

い。 

 

（建築住宅局設備課） 

［No.92 玉津処理場汚水ポンプ棟他機械設備改修 

工事］ 

 

 

請負人がファン搬出入時の玉掛作業につ

いての「玉掛け作業の安全に係るガイドラ

イン」を熟知しておらず，「クレーン等の作

動中は直接，つり荷及び玉掛け用具に触れ

ないこと」を作業員に伝達できていなかっ

たことが原因である。 

再発防止のため，本意見の内容につい

て，令和 2 年 2 月 13 日の課内会議で管理

職への周知徹底を行い，その後の係会議で

担当者にも周知徹底を行った。 

今後，現場着手時に監督員が請負人にク

レーン，玉掛作業の安全確保について指示

を行うとともに，施工計画書等の事前確認

を行うことにより，現場での不安全行動を

なくすようにする。 

 

 

措置済 
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平成 29 年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

○ 指 摘 事 項 

イ 内部統制上のルールの妥当性関連 

(ｱ) 随意契約のあり方を整理するべきもの 

本市において委託契約は，入札になじま

ないものとされてきた。しかし，入札になじ

まないものかという課題認識の下，入札可

能な契約の洗い出しと入札実施に向けた検

討を平成 24 年度から始め，庁内の契約実態

調査や取扱い変更案の提示，変更案に対す

る意見集約を経て，平成 25 年 12 月 26 日に

「委託契約に関する取扱いの変更について

（通知）」が発出された。今日もこの通知の

考え方に沿って競争による業者選定を進め

ている。 

集約された意見の中には「『見積合せ事務

処理の手引』は手続が多く，全てを運用する

ことは困難です」とするものもあり，そうし

た意見も踏まえて，平成 25 年 12 月 26 日通

知の枠組みは，①予定価格が 100 万円を超

え価格のみで競争可能なものは契約監理課

において入札を実施すること，②予定価格

が 100 万円を超える場合，自治令の要件に

該当していることが前提であるが，見積合

せによらざるを得ない場合は平成26年度に

ついては各局室区で「見積合せ事務処理の

手引」により行うこと，③入札参加を希望す

る事業者は登録が必要であることを原課か

らも事業者に周知し契約監理課も協同で取

り組んでいくこと，となっている。 

平成 29 年度の財務定期監査においても，

契約監理課で競争入札をする「その他請負

契約」とせず，局で見積合せをする「委託契

約」としていた事例があった。 

これは，平成 26年度に限って見積合せが

許容されていた案件について，平成 27 年度

以降の取扱いが示されていないことに起因

している。 

平成 30年 2月 1日にはその他請負契約の

 

 

 委託契約に関する包括外部監査の結

果報告を踏まえ，令和２年３月 26 日に

「委託契約における適正な契約事務の

徹底について」を通知した。この通知で

は「委託事務の執行の適正化に関する要

綱」を令和２年４月１日付にて改正し，

民法に定める請負と準委任の考え方を

踏まえた委託契約の類型を見直すこと

で，委託契約とその他請負契約の区分の

適正化を図った。 

また，委託契約は事務処理を事業者に

委ねることになり，事業者の能力や相互

の信頼関係が重要となることから，一般

的には地方自治法施行令第 167 条の２

第２号に該当することが多いと考えら

れるが，契約ごとに随意契約理由を整理

しておく必要がある旨も合わせて周知

している。 

 

 

他の方法

で対応 
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平成 29 年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

類型を示した「委託契約における適正な契

約事務の徹底について（通知）」が発出され

た。庁内の事務負担や執行体制を踏まえて，

契約事務手続規程のその他請負契約の定義

を通知に合わせたものとし，それ以外は委

託契約に該当し自治令の要件に該当する特

命随意契約と整理することも含めて検討す

るべきである。これにより法令上の課題を

克服することができる。 
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平成 30 年度事業所等財務定期監査の指摘に基づき講じた措置等 
（監査対象：こども家庭局、教育委員会） 

 

 
 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

○ 意     見 

(3) 物品の出納について 

学校園における物品の出納については，学

校会計事務の手引で「物品の出納通知書は物

品会計規則別表第２に定められた書類をも

ってこれに充てることになっており，次表の

とおりである。」となっているが，物品会計

規則に定める出納事由によっては該当する

様式がなく，備品管理システムでも当該様式

は利用できない。 

借用又は寄託を受けた物品や寄付・贈与又

は交換により払い出す物品，貸付又は寄託を

する物品，亡失又は損傷により使用できない

物品・自然消耗その他の理由により払い出す

物品の出納について，該当する様式がない。

例えば，学校園では，たな卸で明らかになっ

た所在不明な備品について，一定期間探して

も見つからない場合は，廃棄又は売却をする

場合に使用する「物品不用決定兼処分決議

書」により承認を得て備品管理簿を整理して

おり，学校経営支援課でもそのように指導し

ているとのことである。 

物品会計規則で定める出納事由ごとに対

応する手続きが行えるようにされたい。 

            （学校経営支援課） 

  

 

物品会計規則に定める出納事由にお

いて、対応可能となるよう様式を学校園

に通知し、備品購入時の確実な登録及び

台帳と現物の照合徹底を通知し改めて

周知した。 

（学校経営支援課） 

 

 

  

 

 

措置済 

(4) 準公金の会計報告について 

公立保育所における準公金取り扱いマニ

ュアルでは，受領した現金の銀行への入金

は，１か月を期限として３万円に到達するま

で保育所で保管してもよいとされている。ま

た，決算については，銀行口座の出入りを記

録する現金出納簿を閉鎖し，預金通帳と照合

のうえ，会計報告をすることとなっている。 

保育所において，準公金の会計報告に関し

て，銀行口座に入出金せず金庫で保管してい

た現金があったため，銀行口座の出入りを記

録する現金出納簿では把握できていない金

 

準公金マニュアルを改訂し、金庫によ

り保管している現金についても会計報

告を行うように記載を行った。 

（幼保振興課） 

 

措置済 
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指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

額が会計報告に計上されていない事例があ

った。 

口座だけではなく金庫で保管する現金も

含めた会計報告ができるよう，マニュアルを

改正して対策をとられたい。 

                （振興課） 
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平成 30 年度 財務定期監査（監査対象：消防局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

○ 意 見 

 (2) 警防規程に基づく非常招集等による交通

費の支給について 

職員に対して支給する給料，手当及び旅費

は，額並びに支給方法は条例で定めなければ

ならないとされており（地方自治法第 204

条第 3 項），市では旅費の支給について旅費

条例を定めている。 

旅費条例では，法令又は他の条例に特別の

定がある場合その他市の費用を支弁して旅

行させる必要がある場合も旅費の対象とし

ている。平成 30 年 7 月 1 日に神戸市防災指

令規程及び旅費条例等運用方針が改正され，

防災指令発令時の交通費について，一定要件

を設けた上で「その他市の費用を支弁して旅

行させる必要がある場合」とすることが明記

された。また，このことは行財政局と危機管

理室の連名の平成30年6月29日付の通知で

全市に知らされた。 

消防局には，神戸市防災指令規程に定める

防災指令と警防規程に定める非常招集，災害

現場指揮及び庁外出務のための交通費を支

給するための「防災指令及び非常招集発令な

どによるタクシー利用料金等支給要綱」（平

成 6年 4月 1 日施行）がある。要綱では，自

家用交通用具を利用した職員に対して支給

する交通費は，往復路の燃料費及び往路の有

料道路通行料とされ，燃料費の算出方法は，

1km 以上 10km 未満が 100 円，10km 以上 20km

未満が 200 円，20km 以上 10km 増す毎に 100

円加算するとされている。旅費条例では，車

賃は 1km につき 37 円で，公務上の必要又は

天災その他やむを得ない事情により定額の

車賃で旅行の実費を支給することができな

い場合には，実費額によるとされている。 

平成 30 年 6 月 29 日付の通知を受けた後

は，神戸市防災指令規程に基づく防災指令と

警防規程に基づく非常招集の発令時の交通
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平成 30 年度 財務定期監査（監査対象：消防局） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

費について同様の取扱いとすることを，平成

30 年 7 月 9 日付の総務課長通知で消防局内

へ知らせ，平成 30 年 7 月 1 日からこの取扱

いを行っている。平成 30 年 7 月 9 日付の通

知では防災指令と非常招集の発令だけが対

象として記載されているが，要綱ではこれら

以外にも災害現場指揮及び庁外出務のため

の交通費の支給も対象としている。 

 

警防規程に基づく非常招集の発令時の交

通費の支給は，旅費条例等運用方針に位置付

けられていない。防災指令発令時の交通費と

同様に扱うために，警防規程に基づく非常招

集の発令時の交通費も旅費条例等運用方針

に位置づけられたい。あわせて，災害現場指

揮及び庁外出務のための交通費の支給につ

いても，必要に応じて旅費条例等運用方針に

位置づけて運用されたい。   （総務課） 

 

「防災指令及び非常招集発令などによる

タクシー利用料金等支給要綱」に基づく自家

用交通用具を使用した場合の交通費の支給

は平成 30 年 7 月 1 日以降行っていないとの

ことであるが，要綱を保有していると，要綱

を適用した交通費を支給して条例に違反し

てしまうことも考えられる。要綱そのものの

整理も検討されたい。     （警防課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度に調整を行い、「防災指令

及び非常招集発令等によるタクシー利

用料金等支給要綱」について、令和元年

7 月 2 日に廃止をした。また、非常招集

の発令時の交通費については、旅費条例

等運用方針(令和元年 7月 2日改正)に位

置づけた。 

 

 

 

令和元年度に調整を行い、「防災指令

及び非常招集発令等によるタクシー利

用料金等支給要綱」について、令和元年

7 月 2 日に廃止をした。また、非常招集

の発令時の交通費については、旅費条例

等運用方針(令和元年 7月 2日改正)に位

置づけた。 
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平成 30 年度 財務定期監査（監査対象：水道局） 

 
 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

○ 意  見 

(1) 専決規程等の規定内容と事務処理につい

て 

今回の財務定期監査において，水道局では

専決区分を定めている局規程の規定内容と

取扱いが異なる等の事例があった。 

副市長以下専決規程（以下「市規程」とい

う。）と局規程は各々定められ，規定内容も

全て一致する必要はないと考えられるが，全

庁的に決裁区分の簡素化が進められており，

規定と事務処理が一致していないもの等に

ついては，事務効率の観点からも，現行の局

規程の内容を確認し，局規程別表第2の備考

欄の内容整備，決裁権者の決裁額引き上げな

ど，必要に応じて見直しを検討されたい。 

ア 水道局では，局規程別表第 2 の決裁事項

「調達（物件，労力その他）」にＥＴＣカー

ド使用に伴う有料道路料金に係る規定がな

いため，ＥＴＣカード使用に伴う有料道路通

行料 486,000 円の支出決議に事業管理者決

裁を要する事例 

イ 市規程別表第 2では，決裁事項「振替」の

備考欄に「一般会計と企業会計間又は特別会

計と企業会計間での負担金及び分担金の収

入又は支出を含む」と記載されていることか

ら，市長部局では企業会計との負担金及び分

担金の収入又は支出についても課長専決と

なるが，水道局では，局規程別表第 2の決裁

事項「科目等の振替」の備考欄に一般会計等

との負担金・分担金の収入・支出を含む旨の

規定がないため，当該決裁の決裁区分が一定

していない事例 

ウ 水道局では，少額工事制度の拡大に伴う局

規程の改正を行っていたが，100 万円を超え

る少額工事（250 万円以下）の契約決議には，

なお部長（第 1類事業所では局長）の決裁を

要する事例          （総務課） 

 
 
 

水道局副局長等専決規程を以下のと

おり見直し，市規程と統一することで事

務効率を向上させる。 

アについては，ＥＴＣカード使用に伴

う有料道路料金に係る規定を追加した。

（平成 31年 4月 1日付） 

イについては，一般会計等との負担

金・分担金の収入・支出を含む旨の規程

を追加した。（令和 2 年 4月 1 日付） 

ウについては，課長級の専決金額を

100 万円以下から 250 万円以下に改正し

た。（平成 31年 4月 1 日付） 
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平成 30 年度 財務定期監査（監査対象：内部統制の実施状況（行財政局総務部総務課監察係）） 

 

指摘の概要  措 置 内 容  措置状況 

○ 意     見 

ア 内部統制上のルールの妥当性関連 

(ｱ) 旅費の取扱いについて 

職員に対して支給する給料，手当及び旅

費は，額並びに支給方法は条例で定めなけ

ればならないとされており（地方自治法第

204 条第 3項），市では旅費の支給について

旅費条例を定めている。旅費条例は職員に

対して条例第 3 条第 4 項に基づき，法令又

は他の条例に特別の定がある場合その他市

の費用を支弁して旅行させる必要がある場

合も旅費を支給するとしている。本市は旅

費条例の運用を具体化するため旅費条例等

運用方針を定めているが，条例第 3 条第 4

項の「その他市の費用を支弁して旅行させ

る必要がある場合」とは「防災指令規程第 10

条 1 項及び 3 項に該当する場合とする。」と

している。平成 30年度第 1 期の財務定期監

査では，消防局が職員に支給する非常時の

通勤経費について旅費条例等運用方針に位

置付けがなかったことから，これに位置付

けて旅費条例に基づくものであることを明

確にされたい旨報告している。消防局の事

例に限らず，庁内には防災指令以外にも夜

間の道路，下水道，河川，砂防の事故に伴う

場合など通常交通のない時間帯で非常招集

体制をとる場合がある。こうした非常招集

時にも出務が確保できるよう旅費条例等運

用方針の見直しを検討されたい。 

 

 

 

旅費条例及び旅費条例施行細則の改

正を行い、交通遮断時等の通勤に係る費

用の支給について規定した。（条例：令

和２年３月 31 日公布神戸市条例第 54

号、施行細則：令和２年３月 31 日公布

神戸市規則第 72 号） 

これにより、非常時の招集等にかかる

通勤費用については、改正旅費条例第３

条第４項及び改正旅費条例施行細則第

２条の規定に基づき支給する。 

      （行財政局組織制度課） 
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平成29年度 行政監査 

（監査対象：企画調整局・行財政局・市民参画推進局・保健福祉局・こども家庭局） 

意見の概要 措置内容 措置状況 

第２ 意  見 

２ 申請等の手続方法の多様化に向けての基盤整備

について 

本市では，証明発行コーナーの設置，繁忙期の

日曜開庁・年末開庁，また出張所における取扱業

務の拡充，証明書のコンビニ交付等，積極的に市

民の利便性向上に努めてきているが，これらは窓

口での取扱（時間・場所）を拡大する取組であ

る。 

窓口での取扱の拡大は，市民の声に応えるもの

ではあるが，時間外勤務が増え人件費の増につな

がるという欠点がある。区役所には，すでに様々

な勤務形態の職員がおり，短時間勤務制度やフ

レックスタイム，在宅勤務制度等，勤務体制の多

様化が進められる中，窓口業務を担当する職員を

安定的に確保するのには工夫が必要となる。 

また窓口で取り扱う業務は増加傾向にあり，定

型的な申請等はより効率的に処理することで，よ

り専門的で個別の対応が必要な業務に時間と人材

を割くための，業務の整理が必要となってきてい

る。 

このような状況のもと，郵送申請等，来庁以外

の手続方法の導入が検討されることになるが，手

続方法の多様化を進めるにあたり，その基盤整備

に努められたい。 

 

（１）申請書様式の HPへの掲載について 

国保資格関係の申請等の手続は，来庁による手

続を原則としているが，区により若干の差がある

ものの，来庁が難しい何らかの事情のある場合に

は，郵送での届出を認めていた。しかし申請書類

の様式は HP に掲載されていないため，市民の希

望に応じて書類を郵送しており，そのやり取りに

時間がかかっている。特に再交付申請は，医療機

関にかかるため急いでいる人が多く，郵送でのや

り取りでは時間がかかるので窓口での取扱件数が

多いということであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 11 月，区役所手続きに

関する Web サイト「KOBE スマート

ナビ」を開設した。「KOBE スマート

ナビ」は，自身に必要な手続きが検

索できる「くらしの手続きガイド」

（稼働中）と，Web 上の入力フォー

ムで申請書の作成ができるページ

（令和３年度稼働予定）で構成され

る。令和３年度の本格稼働時には，

区役所手続きの大半をカバーする予
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平成29年度 行政監査 

（監査対象：企画調整局・行財政局・市民参画推進局・保健福祉局・こども家庭局） 

意見の概要 措置内容 措置状況 

郵送申請にかかる手間を減らすためにも，国民

健康保険関係届・被保険者証再交付申請書の様式

の HPへの掲載を積極的に検討されたい。 

また，現在 HP に掲載していないが，掲載でき

る申請書類がないかを全庁的に調査し，必要なも

のについては積極的に掲載されたい。 

(行財政局行財政経営課) 

 

定であり，これによって，郵送申請

や電子申請の利用促進にもつながる

ものと考えている。引き続き，本サ

イトの開発に取り組んでいきたい。 

（行財政局区役所課） 

 

 

 

 

（２）窓口で受け付ける業務の整理と標準化につい 

  て 

国保資格関係の申請等の手続では，加入時に

は，新規加入者への制度説明を丁寧に行うことに

よりトラブルを防止するため，保険料の試算と必

要に応じて減免制度等の説明を窓口で行い，脱退

時には，保険料の収納率向上のため保険料の精算

を窓口で行うのを原則としている。しかし，総合

窓口や北神支所，西神中央出張所では基本的には

加入時の保険料の試算を行わないほか，郵送によ

る脱退手続の場合，精算手続も納付書による納付

等，来庁以外の方法で完了させることができるな

ど，実態は必ずしも同一ではない。そもそも保険

料は，市外からの転入の場合の他都市への所得状

況の照会等，必要な手順を踏んだ上で決定するた

め，窓口で試算した場合であっても，翌月に郵送

される納入通知書が正式な保険料の通知となる。 

転入前の住所地で国民健康保険に加入してお

り，保険料が大きく変わることがないと思われる

場合や，保険料の滞納もなく社会保険加入により

脱退する場合等も含め，全て一律で保険料の試

算・精算をすることで，かえって窓口での手続に

時間がかかり非効率となっている可能性もある。 

必要な場合には保険料の減免や納付方法の相談

に乗る等，窓口で丁寧に対応すべきであるが，全

ての人に対して一律で保険料の試算・精算をする

必要があるかどうか，どのようなケースであれば

郵送での申請が認められるのかなど，窓口業務の

整理に取り組まれたい。 

 

 

平成 30 年６月に策定した「区役

所業務改革のロードマップ」に掲げ

ている通り，郵送申請・電子申請の

対象業務拡大を進めるとともに，こ

れらにかかる受付・入力といった定

型的な作業については，行政事務セ

ンターに集約し，省力化を図る考え

である。既に郵送申請の拡大につい

ては着手しており，令和５年度まで

に区役所手続きの約８割（取り扱い

件数ベース）が来庁不要になること

を目指している。 

このような取り組みを通じて，職

員体制をより専門性の高い業務へと

シフトさせ，複雑化する相談への対

応を充実させたいと考えている。  

（行財政局区役所課） 
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平成29年度 行政監査 

（監査対象：企画調整局・行財政局・市民参画推進局・保健福祉局・こども家庭局） 

意見の概要 措置内容 措置状況 

また，より専門的で個別の対応が必要な業務に

時間と人材を割くため，定型的な申請等はより効

率的に処理することができるよう，全庁的に窓口

業務の整理を進め，郵送申請等，手続方法の多様

化を進められたい。 

(行財政局行財政経営課) 

 

３ 区役所窓口における市民サービスの現状の把握

と標準化について 

区役所窓口の混雑状況の HP での案内は，これま

では各区任せとなっており，さらに各区役所の中で

も課ごとの取組として進められてきたために，案内

している区・課，案内していない区・課がある上，

区ごとに違うシステムを使用しており，本市全体と

して統一が図られていないのが現状である。これに

ついては，来年度以降，区政振興課が中心となっ

て，全区役所の市民課，保険年金医療課及びこども

家庭支援課の窓口混雑状況について HP での案内を

始める方向で進めているとのことである。 

当該事例に限らず，今後とも，各区役所における

市民サービスの現状を全区横断的に把握し，制度所

管課と連絡調整を図りつつ，区役所窓口における市

民サービスの標準化について責任をもって取り組ま

れたい。 

（行財政局区役所課） 

 

 

 

混雑情報発信機能付き発券機の設

置及び HP での案内については，現

在，8 区役所，1 支所（東灘区，灘

区，兵庫区，北区，北神区役所，長

田区，須磨区，北須磨支所，垂水

区）に設置しており，残り令和 3 年

度末の西区役所，令和４年度の中央

区役所の移転時をもって完了する予

定である。 

平成 30 年６月に策定した「区役

所業務改革のロードマップ」におい

ても，具体的な施策の一つに「業務

標準化の促進」を掲げており，引き

続き制度所管課と連携しながら，区

役所窓口における市民サービスの標

準化に取り組んでまいりたい。 

       （行財政局区役所課） 
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平成 30 年度 行政監査（監査対象：行財政局・企画調整局） 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

○ 意     見 

１ 全庁ファイルサーバの「保存文書フォルダ」に

ついて 

（２）電子データの保存及び廃棄の手順について 

文書管理システムでは，電子決裁することで，文

書をどの簿冊で何年間保存するかについて，課長の

判断をあおぐことができるが，全庁ファイルサーバ

の場合は，電子データを保存するフォルダ（文書分

類及び保存期間）を選択するにあたり，課長の承認

等の組織的なチェックを受ける仕組がなく，職員個

人の判断で保存先のフォルダを選んでいる。 

また，文書管理システムでは簿冊の一括廃棄につ

いてシステム上の作業手順の定めがあるが，全庁

ファイルサーバでは，保存期間が満了した際の電子

データの廃棄方法について，現時点では具体的な作

業手順は定まっていない。 

現在，各課のNAS等から全庁ファイルサーバへの

移行作業期間中ではあるが，今後に向けて，全庁

ファイルサーバにおける電子データの保存及び廃棄

の具体的な作業手順を定められたい。 

（行財政局総務課，企画調整局情報化戦略部） 

 

 

 

全庁ファイルサーバは，各所属

がそれぞれに導入している NAS 等

のバックアップ態勢等が不十分な

状況を改善するために導入された

もので，あくまでもサーバである

ことから，情報処理システムのよ

うな機能は期待できない。 

そこで，全庁ファイルサーバに

はサーバとしての制約があること

を前提に，保存期間が満了した際

の電子データの廃棄方法について

は，「保存期間満了文書に係る文書

管理システム処理及び廃棄等措置

について（依頼）（令和元年７月 12

日付け行業第 658 号・企情第 2314

号）」の公文書保存媒体別の廃棄等

の措置の中で，廃棄の作業手順を

周知した。 

また，電子データを保存する際

の留意事項については，「年度当初

における公文書事務について（通

知）（令和２年５月７日付け行業第

165 号）」において，保存する文書

の分類及び保存期間等についての

所属内ルールを作成することを周

知した。 

（行財政局業務改革課） 

 

全庁ファイルサーバは各所属が

電子データの記録媒体として利用

する NAS の代替手段として導入さ

れたものであり，データの保管場

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

110



    

 
 

平成 30 年度 行政監査（監査対象：行財政局・企画調整局） 

指摘の概要 措置内容 措置状況 

所である一般的なファイルサーバ

としての利用を目的としているた

め，ファイル保存時の所属長によ

る確認機能や保存期限が到来した

ファイルの自動削除機能など，情

報システムのような機能での公文

書管理規定に則った運用には対応

し難いのが実情である。このよう

な利用上の制約を踏まえつつ，電

子データの廃棄手順については，

行財政局よりすでに周知がされて

いるところである。なお，令和２

年度当初にはデータ保存の際の留

意事項についても，保存する文書

の分類及び保存期間等についての

所属内ルールを作成することを行

財政局より周知している。 

なお，保存文書に関しては，決

裁の添付資料や正式な施行文等文

書管理システム上で保存年限等に

あわせて保存されるため，文書管

理システム上での保存へと極力移

行させる方針である。 

（企画調整局情報化戦略部） 
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平成２９年度包括外部監査結果に基づき講じた措置等  
 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
第４章 監査の結果 

Ⅰ．委託契約の監査結果 

１、委託契約事務の仕組みについての指摘事項等 

①見積合わせ等について 

＜意見-2＞ 

数者見積りで応札１者という契約であれば競争性が確保

されていても外形的には特命随意契約であるとも見られか

ねない。応札者が複数になるまでホームページで公表するこ

とを検討されたい。 

 

 

 

  

令和２年３月 26 日付の庁内向

けの通知にて、委託契約における

留意事項として「見積り相手等が

複数あるが、結果的に１者のみの

応札・応募が続いている案件につ

いては、理由の分析を行った上

で、引き続き競争性を高めること

ができるか等を検討する必要が

ある。」とあらためて周知した。

引き続き競争性の確保に取り組

んでいく。     

（行財政局） 

 
 
 
 

他の

方法

で対

応 

＜意見-3＞ 

非公募型の企画提案方式の採用は限定的・例外的であるべ

きことを周知徹底されたい。また、採用後は随意契約である

事から、参加者数者で応札１者という結果であれば競争性が

確保されていても外形的には特命随意契約であるとも見ら

れかねない。非公募型の場合は応札者が複数になるまでホー

ムページで公表することを検討されたい。 

令和２年３月 26 日付の庁内向

けの通知にて、委託契約における

留意事項として「見積り相手等が

複数あるが、結果的に１者のみの

応札・応募が続いている案件につ

いては、理由の分析を行った上

で、引き続き競争性を高めること

ができるか等を検討する必要が

ある。」と庁内に周知しており、

指名型プロポーザル方式につい

ても、引き続き競争性の確保に取

り組んでいく。 

なお、平成 29 年 9 月に策定さ

れた「委託に関するプロポーザル

方式実施ガイドライン」におい

て、公募型を原則とすること、そ

の選定結果をホームページ上で

公表することが規定されている。 

（行財政局） 

他の

方法

で対

応 

Ⅱ．個別の委託契約の監査結果 

２、行財政局 

＜指摘事項-5＞ 

 この契約内容は受託者の特別な知識・技術によることな

く、一般的な印刷技術を持っている多くの業者が成しえるも

のである。それであるが故に「見積合せ」という価格競争だ

けで業者を選定している。 

本件は価格のみによる競争が可能なものであり競争入札

を実施すべきである。 

 
 
契約監理課と協議の上、本契約

が経理契約になじまないとみな

された理由である「デザインを業

者から複数案提示させる」という

仕様内容を仕様書上から削除し、

令和２年度契約より経理契約に

よる競争入札を実施することと

した。 

 
 
措置

済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
     （行財政局） 

３、市民参画推進局 

＜指摘事項-8＞ 

公共建築物定期点検業務は一定の有資格者がなしえる業

務で、かつ有資格者であれば一定の点検水準結果が当然に期

待できるものである。実際に市の業者選定方法も見積合せに

より価格だけで選定しており、仕様書も詳細なものである。

また、市内業者に限っても65者ほどの当該業務対応可能な者

が存在している。 

当該契約は委託契約であっても競争入札で業者選定すべ

きものである。 

 

令和元年度より仕様書を一部

改定し、競争入札による業者選定

を行った。 

 （企画調整局） 

 
措置

済 

８、建設局 

＜意見-16＞ 

 ホームページで公表することを検討されたい。 

意見-2を参照。  

 

令和２年３月 26 日付の契約監

理課の通知に基づき、引き続き競

争性の確保に取り組んでいく。  
（建設局） 

 
他の

方法

で対

応 
10、 みなと総局 

＜指摘事項-30＞ 

 市は経理契約できない理由として地方自治法施行令167条

の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適しないも

の」を挙げている。 

この点、所管課の見解として、「台風が襲来した際の作業

内容は、作業員が現地の地形や利用状況等を確認し、その場

で予想される被害状況を判断し、対策を講じる必要がある。

具体例として土嚢を積みあげる際、神戸港内の潮位は接近す

る台風の進路や大きさ等により、場所ごとに異なる。現地で

潮の高さや波浪の向き等を確認したうえで、土嚢の設置延長

や高さ・方向を決定する必要があり、これらの作業内容を仕

様書に記載することは不可能である。緊急時の作業員につい

ては、災害時の作業員の確保を事前に依頼するため下請け業

者を事前に決める必要があるが、夜間や緊急時には市の判断

を仰ぐ時間の余裕もない為、その時期や作業量は元請けであ

る受託者の判断にまかせる必要がある。緊急時の作業員につ

いても同じく仕様書に記載することは不可能であり、経理契

約になじまない事業である。」との回答を得ている。 

しかし、土嚢の高さや場所、作業員の細やかな作業全てを

仕様書に記載しなければ、経理契約にできないとは考えられ

ない。同様の契約で経理契約の上、競争入札を行っている例

は存在する。したがって、委託契約ではなく、経理契約(そ

の他請負)に該当するものであり、経済性、公平性の観点か

ら、競争入札を行うべきである。 

 

 
令和元年度からは、経理契約に

よる競争入札で行っている。 
（みなと総局） 

 
措置

済 

＜意見-18＞ 

当契約は形式的には簡易プロポーザル方式による選定と

しているが、外形的には特命随意契約であると見られかねな

い。特命随意契約かつ契約金額が100万円超の契約について

はホームページで公表するよう検討されたい。 

令和２年３月 26 日付の契約監

理課の通知に基づき、引き続き競

争性の確保に取り組んでいく。    

（港湾局）  

他の

方法

で対

応 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
意見-3を参照。 

11、消防局 
＜意見-20＞ 

 ホームページに公表することを検討されたい。 

意見-2を参照。 

 
令和２年３月 26 日付の契約監

理課の通知に基づき、引き続き競

争性の確保に取り組んでいく。     

（消防局） 

 
他の

方法

で対

応 

12、教育委員会事務局 

＜意見-24＞ 

長期継続契約では契約期間は３年以下の範囲内において

定めるものとし、行財政局長が特に必要があると認めるとき

に限り３年を超えて契約期間を定めることができるとされ

ている。長期継続契約との整合性を考慮すれば、本件のよう

に単年度契約であっても3年を超える期間を前提としている

場合には、長期継続契約と同様に行財政局長がかかわる仕組

みを構築することが望ましいことに留意されたい。 

 
本契約は履行するにあたって

人員の確保が非常に困難なこ

と・調理等業務の確実な履行には

一定期間のノウハウを蓄積する

期間が必要なことから、5 年間の

契約を前提とした単年度契約を

行っている。契約監理課に確認し

たところ、5 年間の契約を前提と

した単年度契約で行財政局長の

合議をとることは難しいとの回

答であった。 
そのため、次回新規契約時に

は、債務負担行為による契約を局

内にて検討を行う。昨年度につい

ては、予算確保の面から慎重に実

施を検討する必要性があり見送

ったが、今年度は予算確保を前提

に実施の検討を行う。 
（教育委員会事務局） 

 
措置

済 

Ⅲ．指定管理料の監査結果 

２、平成28年度の施設全体の指摘事項等 

＜指摘事項-42＞ 

各指定管理者から年度毎に提出されている「管理に係る経

費及び自主事業に係る経費の収支状況」（収支報告書）は施

設により様式が全く不統一であり、不明瞭な様式で提出して

いる施設も多い。 

収支報告書がこのような状況であると指定管理料の妥当

性の把握、指定管理者間の比較可能性、モニタリングの有効

性に支障が出る可能性があるため、指定管理運用マニュアル

等で様式を統一するべきである。 

またマニュアルには作成上の注意事項（自主事業との適切

な区分、間接経費の適切な使用等）も記載した上で、適切な

収支計算書が作成されるよう所管局が指導すべきである。 

  
 

指定管理者制度を導入してい

る施設は多種に渡るため、全ての

施設における統一的な様式を定

めることは難しいと考えている。 
しかしながら、施設運営のコス

トを把握することは重要であり、

マニュアルにも記載している通

り、引続き自主事業との適切な区

分、間接経費の基準等を明確にし

た上で、収支を報告するよう求

め、適切な収支計算書が作成され

るようにしたい。今後もマニュア

ルの周知をしていく。 
 （行財政局） 

 
 

他の

方法

で対

応 

＜意見-25＞ 

事業計画の確認状況については、どの程度実施するか明確

に決められておらず、市全体でみた場合には、ばらつきがみ

られるところである。 

北須磨文化センターでは、指定管理者から提出された事業

指摘にある北須磨文化センタ

ーの例については、チェックシー

トの作成やモニタリングをコン

サルティング会社に委託をして

実施しており、全く同様の方法を

措置

済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
計画書について、年度ごと（および四半期ごと）の計画に落

とし込んだチェックシートにより、四半期ごとに進捗状況を

確認しており、適切なモニタリングがなされている事例とい

える。 

事業計画は指定管理の際の仕様書を反映したものであり、

その履行状況の確認は重要なモニタリングの手続項目であ

ることから、他の施設においても、同様のチェックシートに

より事業計画の進捗の管理を詳細に行うようにされたい。 

全施設に行うことは予算の面か

ら難しいと考えているが、引き続

きマニュアルに記載されている

必要なモニタリング等を実施し

ていくことで、適正な管理運営を

図っていきたい。 
（行財政局） 

＜意見-26＞ 

公募にあたってはインセンティブ導入を検討し、非公募の

場合は公募に準じるとしているが、公募・非公募に関わらず、

どのような性格の施設がインセンティブを原則として導入

すべきかの基準を明確にし、仮にその基準に該当している施

設がインセンティブを採用しない場合にはその理由を明示

すべきことを運用マニュアル等に規定することが望まれる。 

 令和２年度中に予定している

「運用マニュアル」改定におい

て、インセンティブ導入施設の基

準及び導入しない場合の理由明

示を規定する。 
         （行財政局） 

措置

済 

３、平成28年度の施設別の監査結果 

保健福祉局 

①しあわせの村 

＜意見-29＞ 

指定管理者制度は、公募で行うことが原則とされており、

その趣旨は、公募により幅広い団体に応募を促し競争する環

境を整えることであるが、市としてはそのような環境を整え

ていく責任があると考える。 

そのためには、より積極的なインセンティブ制度を導入す

ることや、投資計画によっては指定期間をより長期間に設定

すること、また公募のやり方について現状分析を行い柔軟に

見直していくこと等により、公募がより競争的となるよう検

討されたい。            

  
 

 

平成 29 年度より、しあわせの

村全体のあり方検討を進めてい

る。 

その中で、しあわせの村全体の

マネジメント機能強化を図るた

め、最適な指定管理方法も検討し

ており、温泉健康センターのリニ

ューアルについては、積極的な民

間活力の導入に向けた公募を実

施する予定である。 

（福祉局） 

 
 
 

措置

済 

建設局 

⑧離宮公園 

＜意見-37＞ 

離宮公園では指定管理が公募から非公募へと変更になっ

たことに伴いインセンティブ制度が廃止されているが、非公

募であってもより創意工夫をこらした集客策を実施しても

らう仕組みとしてインセンティブを設定することが望まし

いと考えられるため、今後導入を検討されたい。 

 
 
全市の見直し方針を確認のう

え、離宮公園のポテンシャルを引

き出すために、より魅力あるイン

センティブの設定について指定

管理者と協議を行っていく。 
（建設局） 

 
 

措置

済 
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平成３０年度包括外部監査結果に基づき講じた措置等  
 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
第３ 外部監査の結果 

Ⅳ．債権回収に係るシステムについて 

（５）監査の結果 

ア．情報セキュリティ対策基準への準拠について 
ⅱ.物理的セキュリティ 

＜指摘事項-4＞ 定期保守業者の確保について（清算徴収金

システム） 

既に開発業者であるニッセイ情報テクノロジーが同システ

ムの運用から撤退しており、現状、システム変更や保守サー

ビス等を行える相手先がいない。このような状態で利用し続

けた場合、今後、元号の改変などに対応できず債権管理に支

障が出る可能性がある。このため、情報セキュリティ対策基

準に基づき早急にシステム変更や保守サービス等を行える相

手先を探す必要がある。 

  
 
 
 
 
令和元年度に新たなＯＡ機器

保守点検業者を選定した。    

同システムの元号改変、及び

スタンドアロンから事務処理

用ＰＣへのシステム移行が可

能な業者を選定し、移行調整業

務及び保守点検業務を委託し

た。 
（都市局） 

 
 
 
 
 
措置 
済 

ⅳ.技術的セキュリティ 
＜意見-12＞ 作業内容の記録について（住宅総合管理システ

ム） 

疑似環境によるユーザー検証の結果は口頭で確認してお

り、作業内容の記録は残っていない。情報セキュリティ対策

基準に基づき作業内容を記録することが望まれる。 

  
作業内容により、検証内容が

多岐にわたるが、プログラム変

更時の作業内容を記載したユ

ーザー検証などは業者から受

領している。 
（建築住宅局） 

 
措置

済 

Ⅴ．収入未済額と前年度以前調定額との差額について 

５．調査の結果について 
キ．保健福祉局－国民健康保険給付費返還金 
＜指摘事項-8＞ 新システムへの移行時の差異について 

新システムへの移行時に生じた国民健康保険給付費返還金の

差異10,549,159円については差異原因の解明等の手立てを講

じる必要があると考える。 

 
 
 
平成 28 年度の決算時には、

新システムで決算表の集計が

可能とのことだったので、新シ

ステムにより集計を行った。こ

れを各区で財務会計上の収納

額を確認し、財務会計に最終の

決算値を入力・登録した。 
平成 29 年度の決算時にも同

様に新システムから集計した

ところ、未収額が財務会計上の

数値と合っていなかったため、

財務会計上の収納額と、新シス

テム上の未収額、不能欠損額を

もとにして、手計算で調定額を

算出した。 
その結果、平成 28 年度の未

収額と平成 29 年度の過年度調

定額に差異が生じることとな

った。 
平成 30 年度については問題

がなかった。 

 

 

 

措置 

済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
現在は、毎月調定額や収納

額、未収額等を新システム及び

財務会計で確認して、疑問のあ

る部分についてはその度に解

決するようにしている。 
（福祉局） 

Ⅶ．一般会計に係る収入未済債権の監査の結果について 
【３】保健福祉局 

４．生活保護費等納付金 
（４）神戸市の対応 
＜指摘事項-24＞ 適切な不納欠損処理の実施について 

履行延期後5年経過し、残債権が残るケースについて、履行

延期納付誓約書の再徴収の提案等、適切な納付指導ができて

いない。時効中断措置がなされていないことになり、中央区

役所では既に消滅時効が完成し債権が消滅しているものが多

額に存在していた。全拠点を精査し、消滅している債権につ

いて直ちに不納欠損処理を行うべきである。 

 

 

 

 

現行の生活保護システムで

は解消されているが、平成 21

年度以前に使用していた旧シ

ステムでは、履行延期期間に関

係なく長期間の少額調定の入

力が可能であり、そのデータが

現システムに引き継がれてい

るため、指摘のような事態が生

じていた。 

 平成 21 年度以前の旧システ

ムで決定された債権の管理状

況を精査し、消滅時効が完成し

ていると認められる408件につ

いて、令和元年度中に不納欠損

処理を行った。 

（福祉局） 

 
 
 
 
措置 
済 

10．同和更生資金貸付基金収入 
（４）債権管理の概要 
＜指摘事項-30＞ 過年度の包括外部監査の結果に対する措

置状況について 

 平成25年度の包括外部監査「基金の管理と運用について」

の「神戸市同和更生資金貸付基金」の項目において、以下の

通り、結果及び意見が記載されている。 

① 内規に基づいた会計処理を適時に行うべき【結果】 
 当該基金においては、国の規則に基づいて策定した「同

和更生資金貸付基金の不納欠損処理方針」(注 5)にもとづ

き、債権を消滅させずに、貸付金から除外する会計処理を

行っている。当該貸付金を除外する会計処理を、【13】神戸

市同和更生資金貸付基金の項においてのみ、「不納欠損処

理」という。当該基金については、上記のとおり、「不納欠

損処理」の方針として、同和更生資金貸付基金の不納欠損

処理方針を作成しており、年 1 回の「不納欠損処理」を行

うこととしているが、平成 22 年度以降、「不納欠損処理」

を実施していない。市によると、平成 24 年度末現在にお

いて、貸付金の回収が困難と考えられる死亡者、居所不明

者、生活困窮者等への貸付金は56,851 千円となっており、

この中には、下記方針の対象者に合致し、「不納欠損処理」

 
 
神戸市債権の管理に関する

条例第 16 条の要件を満たして

いるものについては、令和元年

度に債権放棄を行った。 

また、令和２年度より貸付償

還金を一般会計で管理を行っ

ている。 

        （福祉局） 

 
 
措置 
済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
すべき金額も含まれているものもあるとのことである。下

記、同和更生資金貸付基金の不納欠損処理方針の要件を満

たしているものについては、その金額を確定した上で、直

ちに「不納欠損処理」を行うべきである。 

② 未償還の貸付金については、通常の債権と同様に管理す

ることを検討すべき【意見】 

 神戸市同和更生資金貸付基金において、現在、市は新た

な貸付を行っておらず、未償還の貸付金の回収業務のみ行

っている。貸付制度が終了した現在、地方自治法 241 条の

定額運用基金の目的は存在しておらず、当該未償還の貸付

金を基金と認識して管理、回収していく必要性は希薄であ

る。今後は基金としてではなく、通常の債権と同様に管理、

回収していくことを検討すべきである。 
①と②についての解説図 

 

 不納欠損額132,438千円のうち時効援用者と破産者等の区

分は不明。 

  

 ①について、同和更生資金貸付基金の不納欠損処理方針の

要件を満たしているものについては、その金額を確定したう

えで、直ちに不納欠損処理を行うべき、との【結果】が記載

されている。その結果を受けて原課が行った平成26年度の不

納欠損処理は、不納欠損処理方針に基づく債権のみなし消滅

を認定したものである。 

 簿外で管理されている(1)破産者(2)死亡後10年以上の者に

対して新たに平成28年度に制定された神戸市債権の管理に関

する条例に則った債権放棄を行う必要がある（すでに不納欠

損処理は行われており基金残高に含まれておらず、簿外で管

理されているものについて不納欠損処理額として再度決算書

に計上されるものではないと解せられる）。 

 ②について、今後は基金としてではなく、一般会計で引き

継いで、通常の債権と同様に管理、回収すべきとの意見が記

載されている。 

 貸付制度はすでに終了しており、廃止条例により基金とし

平成29年度末 （単位：千円） （処理状況）

不納欠損処理方針に基

づく不納欠損額
時効援用者

132,438 破産者、死亡後10年以上 簿外管理 ①

1,748,200

基金 ②

1,431,492

184,268

貸
付
総
額

償還額

貸付金債権
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
ての制度がなくなっている現在、当該未償還の貸付金は他の

通常の制度貸付金と何ら変わりがない。「神戸市同和更生資金

貸付基金への償還については、（中略）神戸市同和更生資金貸

付基金条例の規定は、この条例の施行以後も、なおその効力

を有する」と廃止条例の「経過措置」は規定しているが、「条

例の規定は、この条例の施行以後も、なおその効力を有する」

のは「償還について」という限定的な範囲の取扱いになって

おり、すべての処理が従来どおりであると解釈することは文

理上無理がある。（神戸市同和更生資金貸付基金条例施行規則

も廃止条例と同趣旨の経過措置付きで廃止されている。） 

 その結果、184百万円もの貸付金（滞納債権）が神戸市の一

般会計の収入未済額として計上されていないことになる。 

 直ちに基金の取扱いを廃止し、貸付金の未償還額を調定の

うえ収入未済額として計上し、貸付金を回収した際には収入

未済額の減少として記録すべきである。 
＜意見-28＞ 効率的な債権管理 

 適切な消滅時効の管理により不納欠損処理を行い、効率的

な債権管理を行うべきである。 

 平成29年度からの過去5年の償還額の推移は以下のとおり

である。 

年度 償還額 未償還額 償還率 

平成25年 389 千円 191,082 千円 0.20％ 

平成26年 773 千円 185,435 千円 0.42％ 

平成27年 543 千円 184,891 千円 0.29％ 

平成28年 387 千円 184,504 千円 0.21％ 

平成29年 235 千円 184,268 千円 0.13％ 

 これに対して、平成29年度の債権管理及び回収に係るコス

トは以下のとおりである。 

項目 金額 説明 

印刷費 1,040 千円 
納付書・等を印刷会社へ発注

する費用 

郵送費 180 千円 納付書等の郵送費用 

システム

管理運用

委託費 

350 千円 
同和更生資金貸付システムに

関するもの 

人件費 18 千円 
担当1名が年間10時間程度従

事したものとして算定（※1） 

合計 1,588 千円  
  ※１. 神戸市の平成 29 年 4月 1日の平均給料 324 千円、

月の平均労働時間を 173 時間として算定。 

  ※２. 上記の他に平成18年にシステムを新しく導入して

いるが、資料保管期間の 5 年が経過しているため資

料が残存していないという担当課の回答であったた

め、当該システムに係る導入費用及び減価償却等に

債権管理に関するマニュア

ルを策定しており（令和２年４

月 1 日）、今後は、マニュアル

に基づいて債権管理を行う。    

（福祉局） 

措 置

済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
ついては考慮していない。 

 平成29年度に関しては償還額235千円に対して管理・回収に

係るコストが1,588千円となり、償還額を大きく上回っている

ことがわかる。市はこの状況等を踏まえ、債権の整理につい

て検討していくとのことである。 

 最終の貸付が終了して約32年、最後の償還期限月から25年

以上が経過している。債務者も高齢化してきており、平成29

年度の債権回収率は0.13％に過ぎない（原課によれば、約1500

人に対して督促を行い、そのうち納付したのは数名とのこと

である）。このまま同様の債権回収手続を行っていても償還額

が増加する見込みはなく、債権を整理し、不納欠損とすべき

ものは不納欠損として処理し、債権管理コストを見直す必要

がある。 

 平成28年度より債権の管理に関する条例が制定され、債務

者の時効援用の意思表示がなくとも市長等の判断で消滅時効

に係る時効期間が満了した債権を放棄できるようになった。

しかし、現在のシステムでは、その仕様上、現在の債務者の

最終の納付日が出力できるようにはなっていない（時効起算

日が明確でなく、時効の管理ができないシステム）とのこと

であった。原課はこの状況を鑑み、当年度より手作業で時効

の管理を行っているとの事である。 

 今後は上記②の指摘により一般会計で引き継いだ収入未済

額について適切に時効の管理を行い、神戸市債権の管理に関

する条例第16条に基づいて債権放棄を行い、一般会計の不納

欠損とすべきものは処理すべきである。またみなし消滅債権

は催告していないとするが、催告している貸付金については

ただ漫然と機械的に催告状を送り続けるのではなく、回収計

画を策定するなど、今一度、債権の管理体制を見直すことに

留意されたい。 
【９】教育委員会事務局 
４．奨学貸付金返還金 
（３）制度概要 
＜指摘事項-50＞ 回収可能性の低い少額債権の不納欠損処

理について 

市は卒業後、督促は行っているが相当の期間を徒過してい

る回収が困難であるとしており、平成26年度から収入額は上

記のとおりである。市の事務事業全体の効率化の見地から、

すでに時効を迎えた少額債権については債権放棄手続を踏ま

えて不納欠損処理を行うべきである。 

 
 

 

今後は、少額債権を含め、債

権放棄手続を進めていく予定

である。 

令和元年度は、死亡者などの

債権放棄を実施し、不納欠損処

理を行った。 

（教育委員会事務局） 

 
 
 
措置 
済 

Ⅷ．特別会計に係る収入未済債権の監査の結果について 
１．国民健康保険事業［保健福祉局］ 
（２）国民健康保険給付費返還金（対元神戸市被保険者等） 
エ．債権の把握、徴収の流れ 
＜意見-48＞ 収納強化の促進について 

 平成28年度末現在、39百万円の収入未済額があるが、収納

率は現年度分でも67.6％と低くなっている。国保年金医療課

としては国民健康保険料の徴収に重点が置かれ、給付費返還

 

 

 

 

令和元年 8月に、給付費返還

金について一定の指針を定め、

各区に周知した。 

また、今後も返還金の収納に

 
 
 
 
措置 
済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 
措置

状況 
金の回収については収納率の目標値なども特に設けられてお

らず区役所、支所任せになっている。 

 当該債権の発生理由には、転居後にうっかり以前の保険証

を使ってしまったというケースが多いとは思うが、他人の保

険証を利用するなど悪質なものもあると考えられるため、残

高が少ないからといって放置しておくのは問題がある。確実

に取っていく姿勢を見せることは不正利用防止にも繋がると

考えられる。区役所、支所に任せきりにせず、本庁において

回収に関する指針を定め、高額滞納者や悪質な滞納者への対

応状況のヒアリングを実施するなど、収納強化を促進する手

立てを考えられたい。 

ついては係長会等で協議して、

取り組みを強化していくこと

としている。 

（福祉局） 
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平成３０年度 財政援助団体等監査（１）監査結果措置状況 

≪公益財団法人神戸市民文化振興財団≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

(4) 意見 

② 現金の管理について 

財団が指定管理者となっている区民

センターや葺合文化センターでは，貸館

事業，随時講座による収入のほか，コピ

ーサービスの提供，付属設備であるロッ

カー使用料や自主事業にかかるチケッ

ト販売等による収入がある。 

収入の額については，次のような事例

があった。 

（事例）コピーサービスの提供による収

入，ロッカー使用料について１か月保

管してから金融機関へ入金（当該１か

月の収入を翌月初日にまとめて入金）

している事例 

（事例）チケット販売による収入につい

て，前売り販売当初から上演当日の販

売にかかるすべての販売総額を１ヶ月

以上にわたって現金で保管し，まとめ

て入金している事例 

チケット類については区分したうえ

で入金しているとのことであるが，結果

的にセンター等で保管する現金が多額

になる場合もあると考えられる。現金事

故とならないよう，センター等における

統一的な現金保管期間をマニュアル等

で定めたうえ，可能なものは早々に金融

機関に預金することを検討されたい。 

 
 

現金の取扱いについての注意喚起を職

員研修にて行った。 
令和元年度に取扱いマニュアル等を作

成した。さらに，令和２年度には様式など

を共通化し，処理の統一化を進める。 
 
 

 
 

措置済 

③ 指定管理業務に係る修繕等について 

ア 修繕費等の精算項目について 

財団が指定管理者となっている指定

管理施設の指定管理者協定書中，「施設

及び設備の維持管理に関する仕様書」

では，「修繕とは，施設及び設備の劣化

や損傷部分，機器の性能又は機能を原

状あるいは実用上支障のない状態まで

回復させること」とされている。 

財団は協定書に基づいて指定管理施

設の修繕を行い，年度ごとに精算して

いるが，修繕実績の中に，上記の定義に

 
 

市と財団で協議を行い，協定内容に基

づき，財団からの報告内容を確認したう

え，修繕費予算で必要な修繕を可能な限

り実施するよう，財団を指導した。 
 
 
 
 
 
 

 
 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

合致しないと考えられる事例が含まれ

ていた。 

本市所管局は，協定内容に基づき指

定管理者からの報告内容を確認したう

え，修繕費予算で必要な修繕を可能な

限り実施するよう財団を指導された

い。 
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平成３０年度 財政援助団体等監査（１）監査結果措置状況 

≪神戸市民祭協会≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

⑴ 指摘事項 

① 会計に関する事務 

ア 補助金にかかる事務を適正に行う

べきもの 

協会では，神戸まつり各区協賛会に

対して，まつりに関連する各区事業の

実施のために，「神戸まつり各区協賛会

補助金交付要綱」に基づいて補助金を

交付している。要綱では，各区協賛会は

補助事業終了後，実績報告書を提出す

るものとされている。 

平成 29 年度において，一区の協賛会

は，実績報告書の提出が遅れ，実績見込

額をもとに総会において決算の承認を

受けている。 

総会の日までには実績報告書の提出

を求めるべきである。 

 

⑵ 意見 

① 支出事務について 

協会では口座振込で支出を行って

おり，振込依頼書に金額及び手数料

を記入の上，取引銀行の窓口で手続

を行っているが，支出決裁を起案す

るにあたって手数料の金額誤りによ

る訂正が数多く見受けられた。 

口座振込は現金を取扱わなくても

支出できるが，振込にかかる事務も

煩雑である。 

支払にかかる事務の軽減のため，

ネットバンキングを導入するなど，

事務の簡素化，効率化のための対策

を検討されたい。 

 

 
 
 
 
総会資料作成時において、各区からの

提出物内容のチェックを徹底した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ネットバンキングの導入にあたって

は、パスワードの管理方法や出金時の決

裁方法が構築できておらず、担当者一人

で入出金の手続きが完結してしまう可能

性があることから、事故発生等のリスク

が高いと思われる。 

今後、公金外現金の廃止に伴い現金管

理の民間委託等による事務の簡素化・効

率化を引き続き検討していく。 

 
 
 
 
措置済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他の方法

で対応 

 

124



 
 

平成３０年度 財政援助団体等監査（１）監査結果措置状況 

≪神戸市立灘区民ホール指定管理者≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

(2) 意見 

① 指定管理業務に係る修繕等について 

 

イ 併設施設の修繕費等について 

区民ホールにおいては，同じ建物の中

に本市保健福祉局が所有する部分（2・3

階）があり，指定管理者業務要領では，「清

掃（共用部分のみ），全館共通設備の管理

点検，光熱水費，共用部分の修繕・消耗品

等」（以下，「経費按分項目」という。）に

ついては，指定管理者が建物全体を対象

に業務を実施することとされ，所要経費

については，占有面積の割合で按分し，指

定管理料と別に本市保健福祉局に負担を

求めることができるとされている。 

これにより，指定管理業務として行う

修繕は，区民ホール及び同じ建物の共用

部分が対象と考えられるが，指定管理者

業務要領では，修繕費は指定管理料の中

で予算額を 4,114,000 円（税込）と定め，

年度終了後精算することとされている。 

一方，指定管理者協定書においては，平

成 29年度の修繕費は 2,963,840 円となっ

ており，本市所管局の経費負担分に相当

する。また，本市保健福祉局は，経費按分

項目に係る同局の負担分の修繕業務を指

定管理者に委託している（委託料のうち

修繕費は 1,150,160 円）。 

しかしながら，当該委託業務の仕様書

には，経費按分項目に係る業務のほか，同

局所管部分（2・3 階）の施設及び設備の

維持管理業務及び修繕も含まれており，

指定管理者協定書の内容と合わせると，

指定管理者業務要領における指定管理業

務の修繕予算額 4,114,000 円で，本市保

健福祉局所管分も含めた修繕を行うこと

となることから，指定管理者業務要領に

おける修繕の範囲と異なっている。 

本市所管局は，業務要領の作成や協定

締結にあたっては，本市保健福祉局と指

 
 
 
 
 経費負担と業務対象区域の区分につ

いて、保健福祉局（現：健康局）及び指

定管理者と協議し、明確になった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

定管理者との委託内容も把握したうえ，

それぞれの経費負担と業務対象区域の区

分を明確にされたい。 

 

126



 

 
 

平成３０年度 財政援助団体等監査（２）監査結果措置状況 

≪神戸交通振興株式会社≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

⑵ 意 見 

② 回収困難な未収金の取扱いについて 

流動資産に計上されている未収金につ

いては，1 年以上未回収のものが 100 万

円以上あり，その内容は職員に対する給

与等超過支給分であり，最も古いもので

は平成 18年度に発生していた。 

会社としては引き続き回収する努力を

継続するとしているが，直近の元帳を確

認したところ長期間未収となっている債

権について回収されている形跡は見当た 

らず，現時点で回収が困難または長期間

にわたるものも少なからず含まれている

ものと思われる。 

長期間にわたって未回収となっている

債権については，専門家の助言を受ける

ことも含め取扱いについて検討された

い。 

 

 
 

当社監査役及び顧問税理士並びに顧問

弁護士からの助言を受け、回収が困難な

債権について、令和 2 年 3 月に「未収債

権の債権放棄に関する規定」を制定し、損

金計上の手続きを含めた、債権整理の手

続きを定めたところであり、整理・回収を

すすめていく。 

 
 

措置済 
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