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 平成３０年度定例監査結果報告書 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により定例監査を実施した結果は、次の

とおりである。 

 

１．監査の概要 

（１）監査の実施期間 

平成３０年１１月９日～平成３０年１２月１３日 

 

（２）監査の対象 

市長公室、総務部、市民部、福祉部、健康部、こども未来部、 

事業部、生涯学習部、上下水道部、会計課、各関係施設、 

農業委員会 

 

（３）監査の方針 

平成３０年度中（監査の期日まで）に執行された業務が、法令、条例、

規則等により適正かつ効果的に実施されたか。 

     

２．監査の結果 

財務に関する事務の執行及び事業に係る管理の状況は、法令、条例、

規則等を遵守し適正に処理されており、特に指摘すべき事項は認められ

ない。 

 

３．監査委員の意見 

 地方自治法第１９９条第１０項の規定により、監査の結果について、

次の部局における意見を申し述べる。 
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◎はじめに 

 

  本市は今、財政が危機的状況にあり、財政がいつ破綻してもおかしくな

い状況である。 

  この現実の中で、本市が無事財政再建を実現し、市民生活の安寧を図る

ために何よりも肝心なのは、市政経営の「要」である部課長のリーダーシ

ップであると考える。 

  そして、その力の発揮に必要不可欠なのは、それぞれの部課における課

題の抽出とその解決策の構築であるため、定例監査にあたり、まず、部課

長からその内容を文書提出の上開陳してもらい、監査を実施した。 

 

（１）市長公室 

 

組織は、それを構成する人の意識が変わらないと変わらない。現在の財

政の危機を始め、本市を取り巻く非常に厳しい状況に対して、職員の危機

意識が低いように思われる。世の中の動きは日進月歩で変わっていくので、

職員は常に問題意識を持って職務に取り組んでいただきたい。 

広報はんなんにおいて、旧家電量販店の売却問題など肝心の本市の喫緊

の課題が掲載されていない。市民との情報共有を図り、理解と納得の上協

力を得るため、詳細な情報開示と情報発信に努められたい。また、ウェブ

サイトのバナー広告も含め、広告収入を得るため、職員一人ひとりがあら

ゆる機会をとらえて営業努力をしていただきたい。 

職員の給与カットについては、行財政構造改革プランの実現に向け市民

の理解と納得を得るためには避けて通れないので、早く結論を出して改革

を先に進めていただきたい。 

人事においても民間の活力、ノウハウの導入は必要不可欠であり、職員

採用時における民間の面接官の登用と人事評価における民間の実績評価制

度を参考とした制度構築を図られたい。 

自主防災組織については、マンパワーをまとめていくため小学校単位で
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組織するのが望ましく、その結成推進のための活動資金の提供と災害対策

本部との連携を検討されたい。 

防災ボランティアについては、台風や地震などの大規模災害に公民協働

で備えるため、看護師や重機運転の資格を持った方などがアクションを起

こせる公募に努めていただきたい。 

防災コミュニティセンターについては、防災事業以外にも健康施設や自

習室としても活用されているが、十分な利活用が行われていない。施設の

立地場所は本市にとっての一等地であるため、民間の防災関係事業者と提

携した防災グッズの販売など、本市の収入増になる取組を進められたい。 

 

（２）総務部 

 

情報公開については、請求件数が増加傾向とのことであるが、市からの

情報提供の少なさが原因の一つではないか。市の保有している情報は、個

人情報以外は全て市民のものであり、積極的な情報提供に努められたい。 

入札・契約制度については、近年の落札状況を見ていると、最低制限価

格に横並びした結果の落札と指名競争入札が多く、公平・公正の観点から

すれば競争原理が働いているのか疑義が生じかねない。それゆえ、地場産

業の育成の観点を踏まえつつ、一般競争入札の導入と入札の公平性、透明

性の確立に努力されたい。 

公民協働、市民協働、市民参画のまちづくりを推進していくためには、

「自分のまちは自分で創ってまもる」住民自治組織の受け皿作りが必要不

可欠である。そのため、小学校区ごとに地域まちづくり協議会を再編し、

活動資金の交付と地区担当員の派遣を検討されたい。また、市民協働の拡

充には、提案型事業委託制度の導入が適切であり、市の事務事業を市民参

画で棚卸しを行い、その中の市民団体（ＮＰＯや市民公益活動団体）へ委

託できる事業は、公募により委託を検討されたい。 

住民センターについては、自治会や市民公益活動団体などが中心となり、

カフェなどコミュニティビジネスが行えるよう早急に条例改正を図り、で
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きるところからモデル地区として自立できるよう、行政が経営的理念を持

って取り組んでいただきたい。 

旧家電量販店建物については、平成３０年１月に売却に係る入札を行っ

たが参加者がなく、４月以降、先着順による随意契約の申し込み受け付け

を行っているが申し込みがない状況が続いていた。そのような中、突然、

これまでの最低売却価格の半額以下で売却するとの報道があった。買い手

が見つからないのは適正価格でないからであり、売却のためには明確なま

ちづくり指針を策定し、段階的に値下げを行い、その都度ごとに市民にア

カウンタビリティ（説明責任）を果たすべきであったと考える。今後、妥

当な売却価格について市民の理解と納得を得るためには、市長自らが地域

に出向いて直接説明責任を果たす努力が必要である。 

現今、公共施設をいかに縮小して削減するかは、全国の自治体にとって

喫緊の課題である。そのため早急にファシリティマネジメント制度を導入

し、公共施設の統廃合並びに売却を進められたい。また、旧尾崎公民館跡

地など立地条件の良い公共物件については、民間企業の資金と技術により

社会資本を整備するＰＦＩの手法により、有効な利活用を検討されたい。 

行財政構造改革プランについては、この改革をやり遂げたとしても平成

３４年度末で４億５，１００万円の赤字となっているが、黒字化できてこ

その改革プランである。そのためには、率先垂範して身を切ることが大前

提であり、人件費のカットについて早急に結論を出すことができなければ、

改革に関わる市民の理解と協力は得られないと考える。 

人権相談については、現代社会の家庭の置かれている状況を反映し、今

後より一層相談件数が増加することが必至であるゆえ、行政としてタイム

リーに対応していただきたい。 

 

（３）市民部 

 

市民課の窓口業務については、接客の研修を行い更なるサービスの向上

に努めるとともに、守秘義務の周知徹底を図られたい。 
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マイナンバーカードについて、交付率が１２．１％と低く、市民に周知

徹底されていない。今後、マイナンバーカードを持つことによる利便性の

向上を積極的に広報されたい。 

空き地、空き家の適正管理については、その所有者に指導書や助言書等

を送付されているところであるが、必要であれば行政代執行の制度導入も

視野に入れ、スピーディーな対応をお願いしたい。  

はんなん浄化センターMIZUTAMA 館については、長期包括民間委託の

検討をされているが、費用対効果をシビアに見極め、慎重にされたい。 

空き店舗の活性化については、具体的効果の生じない原因は所有と経営

の分離ができていないことが考えられる。まちづくりの成功事例には、有

志で組合を作り、家賃を地権者に渡す代わりに時代に適合した新たな業種

で開業する方法をとっているところが多い。これら先進地の事例を参考と

して研究し、本市のまちづくりに活かしていただきたい。  

ふるさと応援寄附は、平成２９年度は３，８２５万円、平成３０年度は

上半期だけで３億７，８０２万円の寄附をいただいているが、総務省から

返礼品見直しの通達があり、今後の見通しは非常に厳しい。しかしながら、

本市にとっては貴重な自主財源確保の手段であるので、販売チャネルの強

化と異業種交流をはじめとした、商工会との協働による新たな返礼品の開

拓に努められたい。  

箱作海水浴場の運営については、今年度も赤字経営であったとのことで

あるが、今後とも生き残っていくためには、都市プランナーなどと提携し

て様々なアイデアを構築し、ファミリー層を主な対象にした海水浴場に特

化するのが最善の方策のひとつであると考える。  

市税の徴収については、延滞金の徴収、差押え、換価を行い、徴収率も

９５％を超える状況になっているが、今後とも更なる徴収率向上に取り組

んでいただきたい。  

ごみの減量化対策としては、エコバッグ（買い物袋）の持参がレジ袋の

削減になり効果的である。それゆえ、スーパーマーケットなど地元企業と

協力し、エコバッグの普及に積極的に取り組まれたい。  
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先進事例として実施している一人暮らしの高齢者等のごみ出し支援事業

については、超高齢社会の進展により、今後、利用者の増加が確実視され

ている。しかしながら、市職員のみの対応では自ずと限界があることから、

ごみ出しを対象者の近隣住民の方々に協力いただく体制づくりも必要であ

ると考える。  

          

（４）福祉部 

 

福祉も経営であるゆえ、事業構築が重要である。そのため、市の事務事

業を精査の上公募し、新しい公共の担い手である市民公益活動団体や地域

まちづくり協議会に委託すれば、市の事務事業が減り、受託した団体も収

益を得て自立することになるので、その制度である提案型事業委託の導入

に取り組まれたい。 

買い物難民対策については、市民自治のもと、商工会との連携によりコ

ミュニティビジネスとして、地域主体で移動販売を行う取組も研究された

い。 

障がい者の自立支援、就労支援としては、サラダホールレストラン跡に

福祉作業所の輪番制によるコーヒーショップ開設を提案する。 

生活困窮者自立支援事業については、生活保護受給者以外の生活困窮者

に対する相談事業を行っているところであるが、就労、自立の一番の武器

はキャリア（資格）であるゆえ、キャリアアップにつながる支援の開拓に

取り組まれたい。 

民生委員児童委員の選出方法については、知識と熱意を持った方を地元

自治会などから推薦会に推薦していただいているところであるが、今後と

も公平、公正のもと選出の透明化に努めていただきたい。 

広域福祉課については、何か問題が起こったときに事業所に対するスピ

ーディーな監査と立入調査が重要である。行政の信頼確保のため、この制

度の確立に努められたい。 
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（５）健康部 

 

  老朽化が進んでいる老人福祉センターについては、役割を終えたとして

平成３２年度末で廃止する方針とのことであるが、その跡地利用として、

民設民営による高齢者ビジネス産業の誘致や都市プランナーを活用した

新たな企画立案、ＰＦＩ手法の導入等を検討されたい。 

  老人クラブについては、現在、４，００８人が加入されているが、これ

らの方々は貴重な経験、知恵、知識、技術等を持っておられる。このマン

パワーを市民主導、市民協働のまちづくりに発揮していただくため、老人

クラブを新しい公共の担い手として組織し、地域事業の主体者となるよう

体制整備に努められたい。 

  介護事業については、超高齢社会が進行する中で対象者が年々増加して

いるが、要支援１、２のサービスの担い手は市民公益活動団体やＮＰＯで

あればよく、その人材の発掘、受け手の育成に努められたい。 

国民健康保険事業については、滞納整理システムを導入して保険料の徴

収に努められており、迅速な対応と徴収率の向上が期待できるところであ

る。今後さらなる徴収率の向上を図るためには、税務経験者などが滞納し

ている世帯を個別訪問して徴収する体制を整備されたい。 

自殺予防対策事業のゲートキーパーについては、養成講座修了者の受け

皿作りができていないので、有償ボランティアも含めた本市の自殺予防対

策事業に組み込んだ制度作りを提言する。 

食生活改善推進事業について、超高齢社会の進展に伴い、一人暮らしの

高齢者にとって食生活は大きなウエイトを占めることとなる。それゆえ、

養成講座を修了された食生活改善推進員の方々のバックアップを行うと

ともにその協力を得て、高齢者の食生活の向上につながる施策構築に取り

組まれたい。 
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（６）こども未来部 

 

子育て拠点整備については、今後の方向性が示されたところであるが、

南海トラフによる地震は明日起きるかもしれないことから、一例でも早く

統合を実現されたい。その際には、ＰＦＩなどあらゆる手法を検討すると

ともに、企画立案についてはプロである都市プランナーの活用を提案する。 

児童虐待の問題については、その対応する部署が虐待の内容によって変

わってくることになるが、情報漏れの発生する可能性が高くなる。その場

合、一番困るのは市民の方であるので、情報共有の欠如と情報漏れを防ぐ

ため、窓口となる部署の一本化を検討されたい。 

ファミリーサポートセンター事業について、協力会員をいかに確保して

いくかが一番のネックである。しかし、地域には育児を終了され豊かな経

験、知恵を持たれた方がたくさんおられる。今後とも広報誌や回覧板など

あらゆる媒体を使ってアピールし、協力会員の増員に努められたい。 

 

（７）事業部 

 

アマモサミットについては、本市の豊かな里海をアピールし、期間中は

１，４５０人の来場者があり、一定の成果があったものと思われる。今後

は、環境教育の推進とともに、アマモの本市における観光資源化を提言す

る。 

農業政策については、農産物のブランド化が必要である。また、市内で

増えてきている休耕田対策として、まず市民農園として開放して生産者を

募り、農作物ができれば自由に直売所に持ち込んで収益を得る方法の導入

が肝心である。 

コミュニティバスについて、市民の身近な交通手段として定着している

ところであるが、バス自体の老朽化や収益性の低さが問題となっている。

コミュニティバス存続のための方策としては、運賃改定を行うかクラウド

ファンディングで小口資金を集めて運営していく等の方法などがある。こ
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れらのことを踏まえ、少子高齢社会における地域交通の確保としての、コ

ミュニティバスの見直しは急務である。 

わんぱく王国の活性化については、民間企業と連携してそのノウハウを

活用し、夏期のみでもキャンプ場として活用する方法を提案する。また、

管理棟での地産地消の物産販売や喫茶店の開設も検討されたい。 

放置自転車については、これまでサイクル・エイド事業として海外の発

展途上国に送られていたが、費用もかかることから今後の処分については

未定となっている。撤去自転車の処分については、修理して販売し収益を

得るなど、先進事例も参考とし、その利活用を早急に図られたい。 

アダプトプログラムについては、市民団体と行政が養子縁組をして市内

の美化や公園の維持管理等を行っていただく制度であり、現在、３０団体

の方に活動いただいている。これらの団体の育成やネットワークづくり、

活動いただいている方々の自己実現や新たな生きがいづくりのためにも、

アダプト団体同士の交流会や事例発表会の開催を提言する。 

 

 （８）上下水道部 

 

水道は市民生活にとってなくてはならないライフラインのひとつである

が、現在、配水池の耐震化率が約５０％、水道管の老朽化率が４６％、耐

震化率が１５％となっている。水道事業会計は原価積み上げ方式であり、

無駄な設備投資はすべきではないが、施設の耐震化や老朽管の更新につい

ては、迅速かつ計画的に取り組まれたい。 

また、水道事業については、平成３１年４月に大阪広域水道企業団との

統合が予定されている。今回の統合においては、物品購入などスケールメ

リットを生かせるものは連携してコスト削減を図るとともに、人的交流な

ど本市にとってプラスに活用できるものは最大限度活用されたい。一方、

予算においては当面の間は各市が独立採算性を取るとのことであるので、

自主独立で行かざるを得ない部分については、これまで以上に費用対効果

を踏まえた厳しい予算編成が必要である。 
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下水道事業会計の経営については、一般会計からの繰入金に依存した財

務体質となっている。しかし、肝心の一般会計が非常にひっ迫した財政状

況となっており、今後はこれまでのように、一般会計からの繰入金は当て

にできないことから、繰入金が減額となったとしても経営できる施策の確

立を検討されたい。 

工事の入札については指名競争入札が多く、その上、応札者が最低制限

価格で横並び入札していることがよく目につく。地元事業者の育成も必要

であるが、入札の公平・公正の観点から、一般競争入札への移行を提言す

る。 

 

（９）生涯学習部 

 

子育て拠点の再構築について、今回、中間とりまとめ案という形で決定

されたが、その方針に沿って尾崎幼稚園と尾崎保育所の統合など、スピー

ディーに取り組まれたい。  

教育環境の改善については、今年度から全小中学校でエアコンが稼働し、

小中学生にとっては勉学に専念できるようになった。しかし、一部の特別

教室においてはいまだエアコンが設置されておらず、いずれ設置するとす

れば、二重投資になる懸念がある。教育行政においても経営の視点は必要

であり、無駄なコストを使わないように努められたい。  

学校給食については、子どもたちに地元で取れた農作物や海産物への関

心と誇り、地域への誇りと愛着を育むため、地産地消を更に推進されたい。

また、地域に出向いて生産者と協働し、給食センターで新しいブランド産

品を育成していくことも検討されたい。  

教員の働き方改革については、教員の長時間労働が問題となっているが、

労働時間軽減の一つの方法として、市民の有償ボランティアによる事務の

補助員の採用を提案する。  

また、地域には多彩で貴重な経験、知識、知恵、技術等を持たれた方が

多くおられる。これらの方々を公募により社会人講師として登用し、有償
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ボランティアでクラブ活動の顧問や国際理解教育などに活躍していただく

ことを提言する。 

これまで発掘した埋蔵文化財については、市内数カ所に分散して保存さ

れているが、施設の耐震化がなされておらず、もし地震などが発生すれば、

歴史的に貴重な文化財が損壊するおそれがある。それゆえ、埋蔵文化財を

廃校となった学校の空き教室を利用して一か所に集め、保全のためその部

分だけを耐震化する方法も検討されたい。  

文化センターのレストラン跡は、本のリサイクルやマスターズカフェで

使用はされているが、毎日オープンしている訳ではない。同場所は、文化

センターのにぎわいと市民交流を推進する拠点であることから、障がいの

ある方の自立支援とあわせて、福祉作業所の輪番制でコーヒーショップと

して活用することも考えられたい。  

 

（１０）まとめ 

 

  今後の市政の推進にあたり、内部統制体制の構築について意見として以

下のとおり要望する。 

  以前より不祥事防止のチェック体制の強化が図られてきたところではあ

るが、当年度において医療費未収金の不祥事が生じたことは誠に残念であ

る。リスクを事前または事後にコントロールするため、対策の強化やルー

ル化が進むが、これらが実際に機能するためには、更なる職員の意識改革

と不適正な会計処理への誘因を取り除く仕組みづくりが求められる。今後

も、業務の公平、公正な執行や業務の有効性、効率性を高めることを通じ

て、市民の信頼をより一層確保するため、更なる内部統制の整備運用に努

められたい。  

  また、本市にとって、人口減少社会に備え、これを克服することは喫緊

の課題であり、今後も市民サービスの質の維持に努めるとともに、効率的

かつ持続可能なまちづくりの実現に向け、情報が共有され、議論のプロセ

スの可視化が図られるなど、更に開かれた行財政運営の推進に努められた
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い。 

  次に、平成２９年度定例監査結果報告書においての「まとめ」で意見し

たことであるが、本市の財政状況は、昨年度に比べ更に悪化しているため、

本市再建に必要不可欠と考える同意見を以下に再掲する。  

 

◇財政再建について  

これまでの指摘事項においても繰り返し述べてきたが、本市は今、財

政が危機的状況にあり、いつ第二の夕張に陥っても不思議ではない事態

である。早急に市民に対し、現在の財政状況を詳細に公開して情報共有

し、阪南市行財政構造改革プランのもと、全市一丸となった財政再建に

取り組まれたい。  

 

◇新しい財源確保について  

上記で述べたように、本市の最重要課題は財政再建であるが、将来の

発展の基盤作りのためには、別途の新しい財源確保が必要不可欠である。

その方法として、ＰＦＩ（民間資金の導入による社会資本整備）、ファ

シリティマネジメント（公共施設の経営管理）、クラウドファンディン

グ（不特定多数からの小口資金の調達と寄附）、ふるさと応援寄附（ふ

るさと納税）等があるが、早急にその活用を検討されたい。  

 

◇新しい公共の担い手について  

今後の新しい公共サービスは、人的にも財政的にも行政だけで担って

いくのは困難である。これからの公共サービスは、ＮＰＯや社会福祉協

議会、自治会、老人クラブ等の市民公益活動団体がその担い手となり、

市民参画により提案型事業を受託したり、高齢者や認知症の方の見守り

サービス等を有償ボランティアとして実践することとなる。それゆえ、

新しい公共サービスが支障なく機能するように、更なるＮＰＯ、市民公

益活動団体等の自立支援に努められたい。  
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◇コーディネート力、コミュニケーション力の向上について  

これからの職員には、職務に専念するだけではなく、市民として積極

的に地域に入り、地域活動に中心的に参画し、地域と行政をつなぐ架け

橋になることが求められる。それには、コーディネート（調整）する力

とコミュニケーション（対話）する力が必要不可欠となるゆえ、この二

つの力が向上する職員研修を実施されたい。  

 

◇行政はスピードについて  

これまで行政は、地域での競争のない独占企業であった。そのためや

っつけ仕事が多く、サービス意識も育まれなかった。しかし、時代が変

わった現今。行政は経営であり最大のサービス業であり、地域一番店と

なりうる力を求められるようになった。自治体（市区町村）間競争、都

市間競争が激化する中において行政が生き残るには、今できる仕事は今

行わないと次はあり得なくなっている。市民の信頼を得て、本市の持続

した発展を図るには、行政実務処理のスピード化を提言する。  


