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第４ 監査の結果(総論） 

 

 １  指摘事項  

 

（１）事業報告書中の収支状況の報告のあり方について  

 

   浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第 9 条で、「指定管理者は、

毎年度終了後 45日を上限として規則等で定める期間内に、その管理する公の施設に

関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければな

らない。」とされている。次に掲げる事項とは、次のとおりである。 

  ① 当該公の施設の管理に係る業務の実施状況に関する事項 

  ② 当該公の施設の利用状況に関する事項 

  ③ 当該公の施設の管理に係る経費の収支状況に関する事項 

  ④ 前 3号に掲げるもののほか、市長等が必要があると認める事項 

   これを受け、指定管理者制度の実施に関するマニュアル 5－4 で、事業報告書に、

「②使用料又は利用料金の収入実績（前払い分を含む。）、④管理に係る経費の収支

状況」を記載することが求められている。 

   また、指定管理者制度の実施に関するマニュアル（様式集）の基本協定書（第 15

号様式）では、事業報告書の記載事項の例示として第 26 条（3）料金収入の実績及

び管理経費等の収支状況等が挙げられ、事業報告書（第 20号様式）では、管理に係

る経費の収支状況としての収支計算書の例が記載されている。 

   事業報告書の記載内容として、基本協定書でも、料金収入の実績及び管理経費等

の収支状況等とされ、業務仕様書でも管理経費等の収支状況等とされるのみで、事

業報告書での管理に係る経費の収支状況の報告が、具体的にどのような会計基準に

基づいて報告するべきものなのか、資金ベースなのか、損益ベースなのかが、明確

にされていない。ここで資金ベースとは資金の収入支出にあわせて収支を計上する

方法であり、損益ベースとは資金の収入支出ではなく、収益や費用の事実に基づい

て収支を計上する方法である。そこで、抽出した指定管理施設について、実際に事

業報告書で報告されたもの、及び事業報告書以外に別途法人としての財務諸表等が

ある場合の貸借対照表を除いた財務書類をまとめたものが 52頁の表である。 

   収支状況の報告といった場合に、損益ベースで報告している施設もあれば、資金

ベースで報告している施設もあるのが現状である。 

   また、各指定管理者は、事業報告書とは別に、指定管理業務を含む指定管理者の

法人全体について財務書類を作成している。 

   ここで、正味財産増減計算書とは、公益法人等の当該事業年度における「事業活

動の効率性」と「使途制約資金の増減状況」を表示するために作成する計算書であ

り、企業会計の損益計算書に相当するものである。    

   事業活動計算書とは、社会福祉法人が１年間の事業活動を行った結果の損益の状

http://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki_honbun/o700RG00001533.html#e000000205
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況を反映した計算書であり、企業会計の損益計算書に相当するものである。 

資金収支計算書とは、社会福祉法人の会計年度における支払資金の収入及び支出

の内容を明らかにするために作成する計算書である。社会福祉法人会計基準では、

損益計算が導入され、事業活動計算書を重視しているが、社会福祉法人の公益性の

高さから、資金収支計算も無視することはできないことから、作成されている。 

なお、所得税青色申告決算書は、損益ベースであり、自治会収支決算書は、資金

ベースである。 

   平成 25年 4月に、指定管理者制度を廃止して業務委託となった東四村農村コミュ

ニティセンターを除いて、各指定管理者は、事業報告書とは別に、損益ベースの財

務書類を作成している。 

   指定管理に係る収支報告を求める趣旨が、指定管理料が適切に使用されているか、

指定管理料の金額が相当であるかを検討することにあるならば、報告された数値の

検証可能性が重視される。つまり、指定管理に係る収支報告で計上された数値は法

人の会計帳簿等によって裏付けができる必要がある。法人が採用している会計基準

に従った収支報告をすることで数値の検証が可能となると考えられる。したがって、

この点を検討して、収支報告を資金ベースで求めるのか、損益ベースで求めるのか、

基本協定書、業務仕様書等に明記するべきである。 

   また、収支報告は公の施設の経営状況が分かるように収支を適切に表すものでな

ければならない。つまり、指定管理に係る収支のすべてが報告される必要があり、

指定管理料の金額で負担できる金額のみを指定管理に係る費用として報告すれば足

りるというものではない。指定管理に係る費用は実際には報告された金額以上にか

かっているのに指定管理料の金額を上限として報告されている状況がある場合、次

の点で問題がある。 

 ① 指定管理料の金額が適切かどうか検証できない。 

 ② 公の施設自体の収支が適切に把握できない。 

 ③ 指定管理者の公募や交代の際に、ある指定管理者は指定管理に係る収支を全額  

報告しており、他方、別の指定管理者が一部のみを報告してきた場合に、収支の

比較が適切にできない。 

 ④ 類似施設間の収支の比較ができず、類似施設が複数存在する場合に、公の施設 

を整理するかどうかの判断材料になりえない。 

   収支報告は計上された金額が適切であるということだけでなく、公の施設の収支

が適切に報告されることも必要である。よって、この点についても基本協定書、業

務仕様書等に明記するなどして統一すべきである。 
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（２）自主事業の収支状況の報告について

自主事業とは、マニュアルによれば、「条例に基づき協定書で決められた業務以外
の業務で、指定管理者の提案に基づき、自己の費用と責任により実施する業務」と
されている。また、自主事業は、市の事前の承諾を得る必要があり、その諾否の基
準は、①当該施設の設置目的に合致すること、②条例に基づき定められた業務を妨
げないこと、③指定管理者の責任と費用において実施するものとされている。
そして、事業報告書の記載事項の取り扱いについて、マニュアルの記述は、次の

とおりとなっている。
「 下記を内容とする事業報告書（様式 号）の提出を求めてください。
① 管理の実施状況及び利用状況
② 使用料又は利用料金の収入実績（前払い分を含む。）
③ 上記以外の自主事業による収入
④ 管理に係る経費の収支状況
⑤～⑧ （略） 」
次に、マニュアルの様式集で定める事業報告書（様式 号）の体裁は、次のとお
りである。

抽出した施設

アクトシティ浜松・浜松市楽器博物館 収支報告（管理費収支） 資金ベースと
損益ベースが混在 正味財産増減計算書 損益ベース

浜松アリーナ 管理に係る収支状況 損益ベース 正味財産増減計算書 損益ベース

浜松市さくま自然休養村清流荘・運動広場 管理に係る経費の収支状況 資金ベース 所得税青色申告決算書 損益ベース

浜松市東四村農村コミュニティセンター 管理に係る経費の収支状況 資金ベース 自治会収支決算書 資金ベース

浜松市総合産業展示館 事業に係る収支 資金ベース 損益計算書 損益ベース

救護施設浜松市立入野園 管理に係る経費の収支状況 資金ベース 資金収支計算書
事業活動計算書

資金ベース
損益ベース

救護施設浜松市立西山園 管理に係る経費の収支状況 資金ベース 資金収支計算書
事業活動計算書

資金ベース
損益ベース

市営駐車場 管理に係る収支状況 損益ベース 正味財産増減計算書 損益ベース

中区・東区・西区・南区の市営住宅 予算対比による収支状況 損益ベース 損益計算書 損益ベース

古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 運営・維持管理に係る経費の収支状況 損益ベース 損益計算書 損益ベース

のもるいてれさ告報で書告報業事 事業報告書以外に
別途財務諸表等がある場合の財務書類
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   「 （略）  

  （１）管理の実施状況及び利用状況  

    （以下略）  

  （２）使用料又は利用料金の収入実績（前払い分を含む。） 

    （以下略） 

  （３）管理に係る経費の収支状況 

    （以下略） 

  （４）自主事業の実施状況 

     <自主事業に係る収支> 

    （以下略） 

     <自主事業実績> 

    （以下略） 

  （５）～（９） （略）         」 

   そこで、上記のようにマニュアル本体では、「管理に係る経費の収支状況」とある

のに、自主事業については、「自主事業による収入」とのみあり、様式集では、「管

理に係る経費の収支状況」と同様に「自主事業に係る収支」とあり、この関係につ

いて疑問が生じる。なお、「管理に係る経費の収支状況に関する事項」については、

条例第 9 条第 3 号で指定管理者に報告が義務づけられている。そもそも、自主事業

は指定管理者の責任と費用において実施するものであるので、収支状況の報告をさ

せることは矛盾するので、収入の状況のみ報告させれば足りると理解することがで

きる。 

   一方、公の施設は住民福祉向上が目的なので、指定管理者が自主事業により収益

を上げることは本来的に予定されていない。また、指定管理者の経費負担によって、

住民福祉向上のサービスを自主的に行っている限りでは、市としては、そのための

経費負担の内訳まで把握する必要はない。しかし、公の施設を利用した自主事業に

よって、指定管理者自身にとって収益を上げている場合には、その分、指定管理料

を削減するなどの方法により、市の歳出削減に結びつけることができる。他方、自

主事業により収益を上げている場合には、同時に指定管理者が経費負担をしている

はずであり、それを考慮せず自主事業の収入全てをそのまま市に還元せよというの

は不合理である。すなわち、市が関心を持つべき自主事業の収入とは、経費支出を

控除した実質的収入（収益）の意味で、マニュアル本体でいう「収入」とは「実質

的収入（収益）」と理解すべきで、そのため様式集では、自主事業に係る収支を報告

する旨定めていると理解することもできる。しかし、そうだとしたら、自主事業を

積極的に実施しようとする指定管理者は、いなくなるであろうし、自主事業の実施

をインセンティブの一つと考えることを否定することになるのではないかと思われ

る。 

   そして、今回抽出した個別施設の基本協定書及び業務仕様書の事業報告書の記載

事項としての自主事業の収支状況についての定め方もまちまちである。後記するよ
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うに実際に行われている事業報告書の記載では、浜松市楽器博物館のように指定事

業と自主事業の区別が判然としないまま、「事業費」として一体として収支状況が報

告されていたり、古橋廣之進記念浜松市総合水泳場のように、指定事業と自主事業

の区別は明確なのに、収支報告は合算での報告となっていたりする。 

   いずれにしても、自主事業について指定管理者に収支状況の報告をさせる趣旨を

明確にして、どのような場合に収支状況の報告をさせるべきか明らかにすべきであ

る。もちろん、指定事業と自主事業の収支状況の報告は、区分して報告されなけれ

ばならない。 

   

２  意  見  

  

（１）事後評価等の指定管理者へのフィードバックについて 

 

   選定会議の事後評価は公表されるほか、マニュアルによれば、基本協定書の内容

を充たしていない場合は、正当な理由がある場合を除き改善指導を文書（第 27号様

式）で行うことになっている。しかしながら、基本協定書の内容を充たしている場

合であっても、改善要望あるいは助言は、できるだけ具体的に事後評価結果表（第

26 号様式）に記載するなどして、指定管理者にフィードバックしていくことが重要

である。さらに、これに対し、指定管理者がどのように対応したか、検証すること

も必要である。 

   また、マニュアルによれば、指定管理者による利用者アンケートの実施のほか、

市による利用者意見箱や所管課ホットライン等による利用者からの直接の意見聴取

あるいは施設を利用した市職員から意見聴取することなどが定められている。この

うち指定管理者による利用者アンケートの結果については、事業報告書に記載する

事項となっているが、これに対しどのように検証し対応したかまでは要求されない。

市による利用者からの直接の意見聴取等については、これをどのように記録化し、

指定管理者にフィードバックしていくか等についての定めはない。 

   こうした事後評価や利用者意見について、どのように指定管理者、場合によって

は次の指定管理者にフィードバックしていく手続及びその対応・結果を検証してい

く手続をマニュアル化することが望ましい。 

 

（２）インセンティブ等について 

 

   前記したとおり市の外郭団体が指定管理者となっている施設は多く、また、１施

設当たりの応募団体数も少ない。この現状の原因としては、指定管理料が安いこと、

設置目的が陳腐化していること、利用者が少ないこと、稼働率が低いこと、指定事

業が硬直化していること、自主事業についての拘束が強いこと、利用料金制度も指

定管理者の裁量の幅が狭いこと、魅力あるインセンティブが与えられていないこと
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などが考えられる。 

   このうち外郭団体については、公益法人等は公益性が強い上、後記個別施設で述

べるように収支相償が求められ、積極的・経済的なインセンティブになじまない。

このような団体については、どのようなインセンティブがふさわしいのか検討する

ことが必要である。単に応募がない、引き受け手がない施設の指定管理者になって

もらうために外郭団体が存在するのではない。本来、指定管理者になるために外郭

団体の存在理由があるのではなく、また、外郭団体のために公の施設があるのでは

ないはずである。 

   そのほか、応募団体数が少ない原因を検証し、魅力ある制度及び施設造りを検討

する必要があると思われる。 

 

（３）指定管理者の労働条件について 

 

   国や地方公共団体が行政目的を遂行するために民間企業や団体と締結する契約を

公契約という。地方公共団体と指定管理者との間の協定は、契約の側面を有するこ

とは前記したとおりである。経費の削減、経済的効率のみ強調される結果、指定管

理料の低下が進み、住民サービスの低下やそこで働く人達の労働条件や労働環境の

悪化が問題となってはならない。いわゆる官製ワーキングプアの問題である。当該

業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保してその生活の安定を図ることが、

公の施設の住民サービスの向上につながるとともに住民福祉に合致し、地域経済の

発展にも寄与する。 

   前記のとおり平成 22年 12月 28日付総務省助言でも指定管理者制度の運用上の留

意点として、選定に当たり個人情報保護の見地とともに「指定管理者において労働

法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。」と指

摘している。 

   浜松市のマニュアルでは『指定管理者「選定基準」評価項目の説明』の「指定管

理者に関する項目、団体の物的・財政的能力（経営の健全性）」の項で、「業務従事

者の労働環境について劣悪とならないよう留意しているか。」と規定している。個人

情報保護体制等のチェックに比し、指定管理者とそこに雇用される労働者との間の

労働契約に基づく労働条件について、市がどこまで把握し点検できるか、あるいは

すべきかという問題はある。しかし、上記助言の趣旨や市が労政も担当しているこ

と、指定管理者の元で働く労働者には非正規雇用の労働者が多いと思われることか

らも、より積極的に指定管理者の労働条件の把握、点検に努めるべきと思われる。 

 

 

 

 

 


