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.第１ 外部監査の概要 

 
 １ 選定した特定の事件  

 

    公の施設の管理運営について 

 

 ２ 特定の事件を選定した理由  

 

地方自治法第 244 条でいう公の施設とは、普通地方公共団体が設置した、住民の

福祉を増進するために、住民の利用に供することを目的とする施設である。したが

って、学校、公園、道路、図書館、病院、体育館、住宅、墓地、斎場等多種多様な

施設を含み、多くは公有資産である不動産の有効活用の側面を有する。また、公の

施設は、ある程度の永続性を有するとともに老朽化の問題もある。一方、少子高齢

化という人口構成の変化、住民ニーズの変化や多様化あるいは市町村合併の結果等、

公の施設を取り巻く環境も変化している。そして、公の施設の管理運営方法につい

ては、平成 15年の同法の改正により、従前の管理委託制度に代えて指定管理者制度

が導入された。指定管理者制度は、民間の能力を活用して、多様化する住民ニーズ

に効果的・効率的に対応し、住民サービスの向上と財政負担の軽減を図ることを目

的としている。また、平成 11年に制定された「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律」（PFI 法）で導入された PFI（Private Finance 

Initiative）は、公共施設の設計・建設・管理運営・資金調達を一体的に民間主体

に委ねる手法である。このような背景には普通地方公共団体の財政状況の逼迫化が

あり、より一層の民間活力の導入や公民連携が叫ばれている。 

浜松市においても、平成 17 年 7 月の市町村合併に伴いより多くの公の施設を保有

することになり、指定管理者制度を導入した施設も多くなっている。また、PFI によ

り設置された施設も出現している。そこで、まず個々の公の施設の設置目的と現状

が住民ニーズに対応しているか、公共投資効果が発揮されているかどうか検証する

必要がある。次に、直営、指定管理者制度導入施設を問わず適切に管理運営されて

いるかを検証する必要がある。 

よって、本年度の包括外部監査の対象に選定した。 
 

 ３ 主な監査要点  

     

公の施設の管理運営について、適法性（合規性）、公平性、3Ｅ（有効性、効率性、

経済性）の観点及び公の施設の設置目的が達せられているかどうか、住民の意見や

ニーズが反映されているかどうかといった観点から監査を実施した。 

監査対象とした特定の公の施設については、次のような視点から各施設を抽出し

た。  
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（１）直営施設              浜松市地域情報センター 

（２）指定管理者制度導入施設 

  ① 非公募施設            アクトシティ浜松、浜松市楽器博物館 

   ② 公募であるが応募が一団体しかない施設   浜松アリーナ 

   ③ 指定管理料が発生していない施設 浜松市さくま自然休養村清流荘・運動       

広場、浜松市東四村農村コミュニティセ

ンター 

   ④ 市への納付金がある施設      浜松市総合産業展示館 

   ⑤ 指定管理料を精算している施設   救護施設浜松市立入野園、同西山園 

   ⑥ 指定管理料がなくても運営できると思われる施設 市営駐車場 

               （ザザシティ駐車場、駅北駐車場、新川南・北駐車場） 

   ⑦ 公の施設として相当かどうかと思われる施設   イーステージ浜松団地 

                      （中区・東区・西区・南区の市営住宅） 

   ⑧ PFI による施設           古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 

  
 ４ 実施した監査手続  

 

公の施設の管理運営に関して作成された関係書類を閲覧精査し、必要に応じて関

係部署のヒアリング及び現場視察を行った。 

そして、監査の結果については、合規性、事務の効率性等の観点から、是正が必

要と思われるものについては、「指摘事項」、将来的に是正することが望ましいと思

われるものについては、「意見」として本報告書に記載した。 

なお、例えば指定管理者の選定時においては、指摘事項に該当するものの、監査

時において既に是正されている事項は「参考事項」とした。 
 
 ５ 監査従事者  

 

（１）包括外部監査人 

       弁護士    鈴  木  孝  裕 

 

（２）補助者 

       弁護士    杉  田  智  樹 

       弁護士    伊 豆 田  悦  義 

       公認会計士  田  畑  隆  久 

       公認会計士  山  田  夏  子 

       公認会計士  山  本  真 由 美 

 

 



                                       

3 
 

第２ 監査の結果 
 

 １ 総論 

 
（１）  指摘事項  
 

 ア 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 5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
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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

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、収支報告を収支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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 イ 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 20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 20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

 事業報告書で報告されているもの
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  

  
 ア 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。 

 

 イ インセンティブ等について 

 

   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などが考えら
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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。 

 

 ウ 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、行政処分の附款の要素

をもつとともに契約の側面を有する。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。 

   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。 
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 ２ 各論（抽出した個別施設） 

 
 （１）浜松市地域情報センター  
    所管課 企画調整部情報政策課 
    直営 
 
   ア  指摘事項  
 
     委託業務の再委託にかかる一部下請届の不備と所管課の対応について 
 
   （ア）契約条件に違反する再委託の事実が長期にわたり発見されなかったこと 
 

 本施設の所管課は、本施設を含む計 6施設を対象とする清掃業務（平成 24 年

度分）について、各施設の所管課を代表して、外部業者との業務委託契約の締

結事務を担当していた。また、その契約では、受託者が業務の一部を再委託す

る場合には、予め、再委託にかかる一部下請届の提出が条件とされていた。 

 ところが、上記業務の受託者は、この条件に違反し、本施設以外の一部の施

設の清掃業務について、一部下請届を提出しないまま再委託を行っていた。ま

た、その事実を当該施設の報告により所管課が把握したのは、委託業務の開始

から 7か月を経過した平成 24年 11 月であった。 
 このように、業務委託の契約条件に違反する事実が長期にわたり発見されな

かったことは、不適切である。 
 なお、かかる事態が生じた原因として、契約違反の再委託が行われた施設が、

契約締結事務の担当課が自ら管理しない別の施設であったことの影響も考えら

れる。 
 もっとも、複数の施設を含めた一括契約を締結する以上、業務の履行状況や

契約条件の違反の有無については、契約締結事務の担当課と各施設の所管課が、

十分に連携を保つように努めるべきである。 
 

 （イ）契約条件違反事実の発覚後の所管課の対応が不適切であったこと 
 
 上記のとおり、平成 24 年 11 月に契約違反の再委託が明らかになった後、本

施設の所管課では、受託業者より年度当初の平成 24 年 4 月 1 日に遡った日付の

一部下請届の作成・提出を受けた上で、これを決裁・承認する文書を作成した。 

 すなわち、所管課が管理する文書の中では、年度当初の時点で、一部下請届

が正しく提出されていたかの如き外観が作出されていた。 

 しかしながら、このような文書管理のあり方は、行政事務の実施過程で発生

した事象について、正確な記録を妨げるものであって、不適切である。 
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 外部業者との委託契約において契約違反の事実が認められた場合には、あく

までも、その違反事実の存在を前提にして、然るべき対処や措置を検討すべき

である。このことは、何らの措置も必要としないと判断される場合であっても

同様である。 

 なお、本件違反事実については、所管課において、発覚後直ちに然るべき対

処等が検討され、特段の措置を要しないと判断されていたとのことである。 
 
   イ  意  見  
 
   （ア）条例に定められた事業の実施状況について 
 
     ① 条例に定められた事業が十分に実施されているとは認められないこと。 
 

 浜松市地域情報センター条例では、本施設は、次の事業を行うものと定め

られている（同条例第 3条）。 

ⅰ 情報通信機器を備え、利用に供すること。 
ⅱ 地域情報化に関する講座、講演会等を開催すること。 
ⅲ 地域情報化に関する集会等のために施設を提供すること。 
ⅳ 前 3 号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業 

 しかしながら、本施設において、条例で定められた上記事業が十分に実施

されていると評価するのは困難である。 
 「情報通信機器を備え利用に供すること」に関し、かつては、本施設の１

階ロビーに、市民が無料で利用できるパソコンが設置されていた時期もあっ

た。しかし、現在では、そのようなパソコン等の情報機器の設置は全く行わ

れていない。また、平成 24 年度の途中までは、パソコン 18 台を設置した研

修室や、遠隔会議システムを備えた会議室の貸出が行われていたが、利用率

の低迷状態が長く続き、現在では、研修室・会議室の貸出事業そのものが廃

止されている。なお、現在も有料貸出が継続されているホールには、インタ

ーネット回線への接続設備が備えられてはいるが、個人向けのモバイルデー

タ通信機器が普及した現在では、ニーズの低下が否めない。 
 「地域情報化に関する講座、講演会等を開催すること」に関し、所管課は、

平成24年度中に、携帯電話会社との提携によるシニア向けの「携帯電話教室」

を年間 5 回実施している。しかし、その開催場所は、市役所本庁舎が 3 回、

北区役所と天竜区役所が各 1 回であり、平成 24 年度については本施設が利用

されていない。 

 「地域情報化に関する集会等のために施設を提供すること」に関し、研修

室・会議室・ホールの貸出が行われていたが、平成 24年 7月以降はホールの

みの貸出となっている。また、ホール等の利用主体や利用目的は多種多様で
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あり（例えば、定期開催されているお笑いライブなど）、「地域情報化」との

関連性は希薄である。 

 このように、本施設の利用状況は、一般的なホールとしての貸館業務に限

定されているというのが実情であり、条例の定める本来的な業務が十分に実

施されているとは認められない。 

 

② 本施設のあり方につき条例改正を含めた見直しが望ましいこと。 
 
 上記のとおり、本施設の現実的な機能が、条例に定められた事業と乖離し

ている現状は、情報通信分野における昨今の目覚ましい技術的進歩と無関係

ではない。 
 本施設が開設された平成 9 年当時とは異なり、現在は、多くの家庭にパソ

コンとインターネット接続環境が普及し、また、各個人がスマートフォン等

のモバイル通信端末を所持するのが当然の状況となり、しかも、それらの機

器は、個人向け商品でありながら、多機能化し高性能化している。 

 極論すれば、本施設が、平成 9 年当時の 先端技術によって市民に提供し

ようとした情報通信設備の機能は、現在のスマートフォン端末１台の性能よ

りも乏しいという見方さえもあり得る。 

 すなわち、公の施設として本施設が備える機能は、開設から 15 年を経た現

在までの圧倒的な技術革新を前にすると陳腐化が否めず、現時点で求められ

る「地域情報化」のための住民福祉のニーズを満たすものではないと言わざ

るを得ない。 

 そこで、本施設の設置目的や事業のあり方については、条例の改正の要否

も含めて、改めて検討することが望ましい。 

 公の施設として 先端の情報通信設備を備えるという方向性は、頻繁な設

備更新に伴う多額の財政支出が不可避であり、もはや現実的ではない。 

 例えば、インターネット上での被害に遭いやすい子ども向けの情報通信教

育活動などの事業などが考えられないだろうか。 

 
   （イ）公の施設の管理運営に関する独立した収支計算の必要性について 
 

 本施設の公の施設としての性格を有する部分の管理・運営について、独立し

た収支計算を作成することが望ましい。 
 本施設では、上述したとおり、公の施設としての性格を有する部分（ホール、

ロビー、平成 24 年度途中までの会議室および研修室）と、行政事務室等として

の性格を有する部分（情報政策課、人事課研修室、人事委員会事務局等）が同

居しており、それらの管理・運営は分離されずに一括して行われている。 

 そのため、公の施設としての性格を有する部分についてのみの独立した収支
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計算が作成されていない。 

 しかしながら、住民福祉の向上を図るための公の施設が、限られた予算の中

で効率的に運用されているかを検証するためには、例えば、他に同様の機能を

有する施設（例えば、ホール・会議室の貸館機能を有する施設）との比較等の

ために、公の施設としての部分について、独立した収支計算が作成されること

が望ましい。また、その場合には、本施設全体のために一括拠出されている経

費については、できる限り適正な按分割合を推定しうる合理的な計算方式を検

討する必要がある。 
 
    （ウ）利用率の向上策について 
 

 本施設の貸館事業の利用率を向上させるため、本施設の周知・広報に関する

施策の実施が望ましい。 
 本施設の貸館事業の利用率は、長きにわたって低迷していると言わざるを得

ない。 
 この点、会議室および研修室については、平成 24 年度途中を以て、貸館事業

が廃止されて人事課研修室や人事委員会事務局の執務室等に変更されており、

市の財産の効率的な運用という観点からみれば合理的な選択の一つであったと

みられる。 

 もっとも、本施設の 1 階のホール部分は、その構造上、他の用途への転用は

困難で引き続き貸館事業が継続されると思われるが、利用率の向上のための施

策の実施が望ましい。 

 そもそも、本施設の「地域情報センター」という名称からは、一般市民にと

って、本施設がどのような事業を行っているかを想起することは難しく、まし

て、本施設が、一般向けにホールの貸館事業を行っていることについての認知

度は相当に低いと思われる。 

 ところが、現状では、本施設に関する広報は、浜松市ホームページの「施設

案内」中に名称・所在地等の基本情報のみが掲載され、また、そこからリンク

される「浜松市スポーツ・文化施設予約システム（通称「まつぼっくり」）」に、

「ホール／ [収容人数 160]／音出し利用可／貸出単位 1h／手元テーブル付き

160 席」というわずかな情報と使用料金表が掲載されているだけである。 

 そして、地域情報化を担うべき公の施設であるにもかかわらず、本施設が自

ら開設するホームページさえも存在しない。なお、本施設と近接する「浜松市

市民協働センター」（指定管理制度導入施設）には、専用のホームページが開設

され、より詳細な施設情報が掲載されている。 

 本施設のこのような実情は、利用率向上という観点からみて不十分であり、

本施設の事業の周知・広報のために、さらなる施策を検討の上で実施すること

が望ましい。 
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（２）アクトシティ浜松 
   所管課   市民部文化政策課 

   指定管理者 公益財団法人浜松市文化振興財団 

 

  ア  指摘事項  

 

 （ア）指定事業の収支報告について 

  

   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 条では、事業報告書の記

載事項の一として、「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」を掲げ

ている。ここでいう「管理に係る」とは「指定管理に係る」との趣旨であり、単なる

施設管理運営のみならず指定事業を含むものと理解される。 

   本施設の平成 22 年度募集にあたっての指定管理者公募仕様書（以下「公募仕様書」

という。）及び業務仕様書において、事業報告書として提出することが要求されている

事項は、以下のとおりである。 

・管理運営の実施状況及び利用状況 

  ・管理運営に係る経費の収支状況（収支決算書） 

  ・自主事業の実施状況及び収支状況（収支決算書） 

  ・利用者アンケートの概要及び利用者からの苦情、意見等 

  ・施設・設備の損傷、減耗、不具合の状況 

  ・その他協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項 

上記「管理運営」の「管理」とは前同様「指定管理」の趣旨であり、指定事業を含

むものと理解される。 

 指定管理者は、施設運営に関わる業務、施設管理に関わる業務以外に、事業実施に

関わる業務として、指定事業、自主事業、渉外及び広報に関することを行うこととさ

れており、指定事業とされているものには、①浜松国際ピアノコンクール事業、②ア

クトシティ音楽院事業運営業務、③浜松吹奏楽大会開催事業、④アクトシティパイプ

オルガンミニコンサート開催事業がある。そして、実際に提出された平成 24 年度の事

業報告書において、指定事業の実施状況は報告されているものの、収支状況は報告さ

れていない。ただし、これら 4 つの指定事業について、指定管理者の事業報告書とし

てではなく別途、共催事業、受託事業として、収支報告書が提出されている。 

   指定管理者の業務には、施設管理に関わる業務だけでなく、指定事業も含まれてお

り、指定管理業務に関する報告である以上、事業報告書として、指定事業の収支状況

（収支決算書）の報告も要求するべきである。 

 

（イ）自主事業の収支報告について 

 

   上記（ア）で述べたとおり、平成 22 年度募集の公募仕様書及び業務仕様書において、
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事業報告書として、自主事業の実施状況及び収支状況（収支決算書）を記載すること

が要求されている。 

   しかし、実際に提出された平成 24 年度の事業報告書には、自主事業の実施状況は記

載されているが、その収支状況（収支決算書）は記載されておらず、管理費収支が記

載されているのみである。 

公募仕様書及び業務仕様書において、事業報告書として、自主事業の収支状況（収

支決算書）を記載することが要求されている以上、それに従った報告をさせるべきで

ある。 

 

（ウ）共催事業としての収支決算書について 

  

   指定事業のうち、浜松吹奏楽大会開催事業及びアクトシティパイプオルガンミニコ

ンサート開催事業に関して、指定管理者の事業報告書としてではなく、別途共催事業

の業務完了報告として提出されている収支決算書は、円単位で報告されているものの、

すべての科目で千円単位未満がゼロとなっている。 

収支決算書について、千円単位未満がゼロとなっている収支決算書では、適切に負

担金を使用したことの報告としては不十分である。そもそも、文化振興財団としては、

事業ごとに円単位で収支を把握しており、しかも、特段、千円単位で報告するように

求められているわけではないことから、円単位で報告すべきである。 

また、円単位で把握している収支計算書での数値が、報告の収支決算書にどのよう

に計上されているのかについて、文化振興財団の持ち出し費用があるため、これを記

載せず、また、浜松吹奏楽大会については、例年 3 月 終週の開催となっており、共 

催先から、負担金について渡し切りにして欲しい旨の要望があることから、千円単位

での記載としているとのことであり、事業について完了報告した収支決算書と円単位

の収支計算書の「相関関係はない」との回答であった。負担金の使途報告である収支

決算書が、実際の計算書と相関関係がない点は極めて問題であり、改善させるべきで

ある。 

 

（エ）事業計画書の記載誤りについて 

 

平成 22 年度募集の公募仕様書では、「こども音楽鑑賞教室事業」は、指定事業とさ

れていないにもかかわらず、平成 24 年度の事業計画書では、「こども音楽鑑賞教室事

業」が指定事業として記載されている。しかし、平成 24 年度の事業報告書では、「こ

ども音楽鑑賞教室事業」は指定事業として記載されていない。「こども音楽鑑賞教室事

業」自体は開催されているが、指定管理者の指定事業ではないことから、事業計画書

の記載は適切ではない。 

   指定管理者は、業務仕様書、事業計画書に基づいて、業務を行い、事業報告を行う

のであるから、実態に即した事業計画書の作成が必要であるとともに、事業計画書及



                                       

15 
 

び事業報告書は、浜松市に提出され、確認されるものであることから、浜松市として

も、記載内容について、十分な確認が必要である。 

 

（オ）事業繰入金の計上について 

 

平成 22 年度募集の募集要項では、指定管理料について、「利用料金制を採用してい

るので、施設の管理に要する費用と、指定管理者の提案する利用料金見込み額の差額

を指定管理料として支払います。」とされている。 

また、アクトシティ浜松並びに浜松市楽器博物館の指定管理に関する基本協定書第 4

条（4）では、『「自主事業」とは、第 7条に規定した本業務以外の業務で、乙（文化振

興財団）が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。』とされている。こ

のことからすると、指定管理料の積算及び指定管理者の収支において、利用料金収入

の 10％である事業繰入金を、費用として計上する根拠はない。 

それにもかかわらず、平成 24年度の指定管理料の積算上、利用料金の 10％を事業費

繰入として計上し、また、事業計画書の収支計画書及び事業報告書の収支報告上、利

用料金収入予算額の 10％を文化事業繰入金として計上しているのは、平成 22 年度募集

の指定管理者選定時に文化振興財団から提出された「アクトシティ浜松並びに浜松市

楽器博物館指定管理者事業計画書」で、「アクトシティ浜松施設の利用料金の 10％を、

自主事業開催の財源の一部として充当し」、「施設をご利用されたお客様からいただい

た利用料金のうち 10％を文化事業に充て、芸術の提供という形で市民に還元してまい

ります。」と提案され、その文化振興財団が指定管理者に選定されたことによるものと

理解される。 

しかし、利用料金収入の 10％を事業繰入金として計上することを認めることは、施

設の管理に要する費用を多く認めることになり、結果的に指定管理料が高く算定され

ていることになるので、これでよいのか検討すべきである。 

仮に、指定管理料を、この考え方に基づいて算定するのであれば、募集要項及び仕

様書で、指定管理料の算定にあたって、利用料金収入の 10％を事業繰入金として計上

することを認める点を明確にする必要がある。その上で、自主事業開催の財源の一部

として充当したという自主事業について収支報告を要求するべきである。 

 

（カ）文化振興財団が計上している管理費負担金の支払時期・支払金額の根拠について 

 

文化振興財団は、平成 24 年度の事業報告書の収支報告において、781,317,616 円の

負担金を計上しており、そのうち、781,099,144 円が、株式会社アクトシティマネジメ

ントから発行されている下記の「管理費負担金徴収書」に基づいて計上されている。こ

の負担金は、両者の協議に基づいて、支払われており、「管理費負担金徴収書」上、「平

成24年 3月 30日付統括管理業務委託契約及び管理委託契約に基づく管理費負担金とし

て」と記載されている。統括管理業務委託契約書と管理業務委託契約書では、業務内容
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と業務委託費の金額、業務委託費の支払に関して規定されているものの、業務のうち、

各種契約代行業務の管理経費（すなわち、文化振興財団での負担金）の支払については、

「定期的に発行する請求書に基づいて支出するもの」と規定するのみで、支払時期と支

払金額について、何ら記載されていない。 

 

【各管理費負担金徴収書】 

発行日 対象月 金額（単位：円） 振込期限 

平成 24年 4 月 1日 平成 24年 4 月分～6月分 188,500,000 平成 24年 4 月 27 日 

平成 24年 6 月 1日 平成 24年 7 月分～9月分 240,100,000 平成 24年 6 月 29 日 

平成 24年 9 月 1日 平成 24年 10 月分～12 月分 186,300,000 平成 24年 9 月 28 日 

平成24年12月1日 平成 25年 1 月分～2月分 133,500,000 平成 24年 12 月 28 日 

平成25年3月31日 平成 25年 3 月分 32,699,144 平成 25年 4 月 19 日 

合計 781,099,144  

 

負担金の支払時期と支払金額について、当該契約書に記載するか、協定書等を作成

し、支払の根拠を明確にすべきである。 

 

（キ）会計報告の正味財産増減計算書と事業報告書の収支報告との関係 

 

平成 23 年度以前は、文化振興財団の財務諸表として、平成 16 年公益法人会計基

準に基づいて、 ①一般会計貸借対照表、特別会計貸借対照表及び貸借対照表総括表、

②一般会計正味財産増減計算書、特別会計正味財産増減計算書及び正味財産増減計算

書総括表、③キャッシュ・フロー計算書、④財産目録を作成し、内部用に⑤一般会計

収支計算書、特別会計収支計算書及び収支計算書総括表を作成していた。平成 24 年

度からは、公益財団法人に移行したため、財務諸表等として、平成 20 年公益法人会

計基準に基づいて、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに

財務諸表に対する注記、正味財産増減計算書内訳表を作成している。 

しかし、平成 23 年度～平成 25年度の基本協定書中の業務仕様書では、指定管理

に関する事業報告書として収支決算書を作成して、浜松市に提出することとされてい

るため、正味財産増減計算書とは別に、浜松市に提出するために収支報告を作成して

いる。 

なお、正味財産増減計算書内訳表の公益目的事業会計における「公 1」「公 2」「公

3」とは、公益認定申請時に、文化振興財団が、公益目的事業会計を 3つに定義づけ

して区分したものであり、それぞれの区分に、以下のものを計上している。 
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【公益目的事業会計の内容】 

区分 内容 

公１ 芸術文化を育成、振興するための文化事業の提供と、芸術文化の調査、情報

収集、発信及び継承 

 (1)芸術文化公演の企画、運営及び提供 

 (2)芸術文化事業の調査、情報収集及び情報提供 

 (3)芸術文化活動の支援及び交流の促進 

 (4)浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力 

公２ 芸術文化活動促進と地域社会活性化の拠点となる施設の整備、貸与及び運営 

 (1)アクトシティ浜松 

 (2)浜松市教育文化会館・浜松復興記念館 

 (3)クリエート浜松 

 (4)浜松市天竜壬生ホール 

 (5)浜松市浜北文化センター・浜松市森岡の家 

 (6)浜松こども館 

公３ 芸術文化資源を調査、収集、保存、展示するための観覧施設等の整備・運営

及び当該分野の普及発展を目的とした事業企画と市民活動支援 

 (1)浜松市楽器博物館 

 (2)浜松科学館 

 (3)浜松文芸館 

 (4)浜松市旧浜松銀行協会 

    

文化振興財団の正味財産増減計算書は、平成 20年公益法人会計基準に基づいて損

益ベースで作成されているのに対して、アクトシティ浜松の指定管理に関する事業報

告書の収支報告は、文化振興財団の一部のアクトシティ浜松部分について、平成 20

年公益法人会計基準に則っているわけではなく、①賞与引当金は引当てず、実支払額

を人件費に計上し、②退職給付引当金は、人件費に計上し、③貸倒引当金は計上して

おらず、④減価償却費に関しては、資金ベースで、リース債務返済支出に計上してい

るという相違がある。しかし、このように収支報告を作成する根拠は、どこにもない。

加えて、アクトシティ浜松は、正味財産増減計算書内訳表の「公 1」と「公 2」に計

上されているため、アクトシティ浜松の指定管理に関する収支報告は、文化振興財団

の正味財産増減計算書内訳表の正味財産増減計算書内訳表「公 2」内訳表のうち、ア

クトシティ浜松分と一致するわけでもなく、両者の関係が分かりにくい。 

 また、指定管理に関する事業報告書の収支報告は、アクトシティ浜松のソフト事業

に関する「公 1」部分がすべて含まれているわけではなく、既に述べたとおり、指定

事業、自主事業部分は含まれていないことから、アクトシティ浜松全体に関する収支

状況が分かるものでもない。 
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この点、平成 23年度以前は、一般会計収支計算書内訳で、アクトシティとして記

載されており、アクトシティ浜松としての収支状況は把握できる。 

そもそも、指定管理に関する事業報告書の収支報告を、どのように作成するかが、

明確ではないことから、業務仕様書において、指定管理に関する事業報告書の収支報

告をどのように作成するかを、明確にする必要がある。そして、指定管理者である文

化振興財団としては、平成 20年度公益法人会計に基づいて決算を行っていることか

ら、基本的には、それに則って収支報告を作成すべきと考えるが、それと異なる点に

ついては、業務仕様書で明確にするべきである。 

 

イ  意  見  

 

 （ア）設置目的について 

 

本施設は、「市民の文化の向上及び地域産業の発展のため設置する産業文化総合施設」

（アクトシティ浜松条例第 1 条）として設置されており、その設置目的のために、次

に掲げる事業を行うとされている（同条例第 4条）。 

① 芸術文化公演、講演会、展示会、音楽セミナー、研修会等の開催に関すること

② コンベンションの振興に関すること 

③ 施設の提供に関すること 

④ 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業 

    市民の文化の向上と地域産業の発展という 2つの目的のうち、前者については、本

施設の所管課が文化政策課であり、かつ、市民の文化の向上に資する事業が指定事業

とされていることから、芸術文化活動の支援を通して、市民文化向上に役立っている

と考えられる。 

他方、後者については、コンベンションの振興に関する事業として、例えば、各

種団体の大会、会議、集会や代表者会議のようなコンベンションを誘致している。

事業報告書によれば、平成 24年度は、参加人数が 300 人以上、かつ、県単位以上の

大会・コンベンションとして 30 件が開催されている。また、展示会や催事として、

44 件誘致している。しかし、いずれも、各種団体や企業のコンベンション、展示会

と催事を誘致するものであり、基本的に、文化振興財団が主体的に開催に関わって

いるわけではない。さらに、展示イベントホールの稼働率は比較的低い。 

この地域産業の発展という目的は、本来であれば、産業振興課が所管すべきもの

を、文化政策課が所管していること、また、指定管理者である文化振興財団は、文

化事業に関して豊富な知識、経験、ノウハウは有しているが、地域産業の発展に資

する十分なノウハウを有しているかは、疑問であることから、その目的を十分に達

成できていないと考えられる。 

 しかしながら、本施設の二つの設置目的の一つに地域産業の振興が含まれているの

であるから、関係部課とも協議して、指定事業に産業振興に関するものを取り入れる
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等、展示イベントホールの稼働率を上げることも含め、地域産業の発展のための具体

策を検討する必要があると思われる。 

 

 （イ）指定管理者の選定が非公募であることについて 

 

指定管理者の選定について、指定管理者制度の実施に関する基本指針（以下「基

本指針」という。）第 6 条第 1 項では、「指定管理者の指定は、次に掲げる公の施設

を除き、公募を行うものとする。」とされており、公募によることが原則である。し

かし、「次に掲げる公の施設」については、例外的に非公募によることができる。 

①  コミュニティ施設その他地域に密着した公の施設で、当該地域住民に管理させ

る必要性が大きいもの 

②  市の政策を担い得ると認める者が市の重要施策を推進するための公の施設（市

が同等の施設として複数設置するものを除く。） 

③  PFI 事業により管理運営を行う施設で、事業者が既に決定しているもの 

④  前 3 号に掲げるもののほか、市長が公募を行わないことについて、特別な理由 

があると認める施設 

本施設は、上記第 2 号の、市の政策を担い得ると認める者が市の重要施策を推進

するための公の施設に該当するため、非公募とされている。 

 浜松市は市の文化政策を牽引する役割を担い、音楽文化の拠点施設であるアクト

シティ浜松を中心に、国内外に対して「音楽の都・浜松」を発信していくためには、

創造的かつ長期的な取組みが必要で、浜松市文化振興財団は、官民複合施設として

開設された当初から培ってきた管理ノウハウに加え、ソフト面では、施設に求めら

れる役割を踏まえた上で、市の施策を高い水準で実現するノウハウを有するととも

に、著名な音楽家や演奏者及び市民団体等との信頼に基づくネットワークを構築し

ているため、同財団を単独指名とする非公募としていると説明する。  

しかし、上記下線部分からは、過去の管理運営実績が非公募の理由となっている

とも窺える。 

基本指針第 2 条の指定管理者制度を実施する際の原則として第 3号「公平・公正

な競争条件の確保」で、「指定管理者制度の実施に際しては、事業者間の公平・公正

な競争条件を確保しなければならない。」とされている。そのため、例外である非公

募で指定管理者を選定することは、そもそも事業者間の公平・公正な競争の機会を

奪うことになるため、非公募とすることに十分な理由が必要である。 

また、同条第 4 号「民間活力とノウハウの活用」で、「指定管理者制度は、事業

者の経験知識の活用と創意工夫を可能とするものでなければならない。」とされてお

り、特に、民間ではなく従前の施設管理者である外郭団体を指定管理者に選定して

いる場合には、過去の管理運営実績が評価されているかのような理由ではなく、市

の政策を担い得る者が、他の事業者にはいないことの十分な説明が求められると考

える。しかし、市の政策を担い得る者が、他の事業者にはいないことは十分に説明
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されていない。 

そのため、現在の指定管理の業務には、施設運営に関わる業務、施設管理に関わ

る業務以外に、事業実施に関わる業務として、指定事業、自主事業、渉外及び広報

に関することを行うこととされており、指定事業及び自主事業に関することを実施

するには、文化事業に関するノウハウや企画力が必要になることも考慮すると、業

務を、施設運営に関わる業務及び施設管理に関わる業務と、指定事業及び自主事業

に関する業務に区別するとか、指定事業を見直すとかして、常に公募の余地を検討

することが望ましい。 

 

 （ウ）リスク分担について 

 

平成 22 年度募集の指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）では、市と

指定管理者とのリスク分担のうち、「施設の損壊等による修繕、事業の中断」に関し

て、以下のとおりとなっている。 

 

【市と指定管理者とのリスク分担（抜粋）】 

内容 負担者 

市 指定管理者 

乙の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う

修繕費用等及びそれに伴う事業の中断等 

 ○ 

乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴

う指定管理経費における予算内における修繕 

 ○ 

計画的な施設の大規模改修工事 ○  

乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴

う修繕等に伴う事業の中断等 

協議事項 

（注） 募集要項では、「乙」が何を指すのか、明示されていないが、指定管理制度

の実施に関するマニュアル（様式集）の第 17 号様式リスク分担表（例）にお

いて、「市（甲）」「指定管理者（乙）」となっていることから、本表において

も、「乙」は指定管理者と解釈した。 

 

  上記の網掛け部分について、指定管理制度の実施に関するマニュアル（様式集）

の第 17 号様式リスク分担表（例）では、以下のようになっていることから、計画的

な施設の大規模改修工事以外の修繕費は、文化振興財団に負担してもらっているこ

とがわかる。これは、文化振興財団が、浜松市が 93.6％を出捐する外郭団体である

ことから、文化振興財団任せになっている面があると考えられる。 
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内容 負担者 

市 指定管理者 

乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴

う修繕費用等で 1 件○○万円以上のもの 

○  

乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴

う修繕費用等で 1 件○○万円未満のもの 

 ○ 

 

  また、文化振興財団は、平成 24 年度より、公益財団法人に移行しているが、公益

財団法人では、収支相償（その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係

る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものである

こと。「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 6 号」）が求

められるため、大幅な利益を計上するわけにはいかない。そこで、修繕費を計上す

ることで、利益を計上しすぎないようにしており、結果的に、修繕費は、文化振興

財団に負担してもらっている面もあると思われる。 

  文化振興財団としては、現状、利益が確保できているため、修繕費を負担できる

が、今後は、利益が計上できそうな範囲では修繕できるが、それを超えての修繕は

できない。本施設は、建設から 19年が経過し、今後、建物や設備の経年劣化や老朽

化による不都合が増加することが見込まれる。 

基本指針の第 2条第 2 号官民パートナーシップと適切なリスク分担で、「指定管理

者制度の実施に際しては、官民の対等なパートナーシップの下、施設設置者として

の市と実施者としての指定管理者の適切なリスク分担を図らなければならい。」とさ

れているように、利用者が、安全、安心、快適に施設を利用できるように修繕を行

っていくための、適切なリスク分担を検討する必要があると思われる。 

 

 （エ）指定管理料の算定における、観光コンベンション誘致費用の扱いについて 

 

 平成 24 年度の本施設の指定管理料の積算上、観光コンベンション誘致の費用が

200 万円計上されている。しかし、平成 22年度募集の指定管理者選定時に提出され

た「アクトシティ浜松並びに浜松市楽器博物館指定管理者事業計画書」では、「コン

ベンション誘致事業については、広報宣伝の費用や出張旅費などを指定管理料に頼

ることなく、財団が負担します。」とあり、また、その「管理経費に係る収支予算」

でも、コンベンション誘致事業費の 200 万円は、「自主財源から繰入」となっている。 

 指定管理料の積算にあたり、事業繰入金を計上しているのは、前記指摘事項（オ）  

「事業繰入金の計上について」で述べたように、事業計画書での提案を受け入れて

いるからである。他方、市が観光コンベンション誘致費用を計上しているのは、事

業計画書の提案ではなく、観光コンベンション誘致費用を浜松市が負担してでもや

ってもらいたいという浜松市の意向に基づいていると思われる。 
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浜松市の積算内容は、指定管理者に開示されるわけではなく、逆に事業計画書の提

案が受け入れられたのかは、指定管理者には分からない。そのため、観光コンベンシ

ョン誘致費用は、浜松市が負担するので、しっかりやってもらいたいという意向があ

るのであれば、募集要項、仕様書等で、その点を明示することが望ましい。 

 

（オ）事業報告書における収支報告の委託費について 

 

   平成 23年度以前は、浜松市と民間との共有部分のビル管理のみを株式会社アクトシ

ティマネジメントに委託しており、委託費として計上していたが、平成 24 年度から、

浜松市専有部分のビル管理も、株式会社アクトシティマネジメントに委託している。

これに伴い、事業報告書における収支報告において、従来、委託費として計上してい

た共有部分のビル管理に要する費用も、専有部分のビル管理に要する費用も、いずれ

も「負担金」として計上している。そのため、平成 23 年度と平成 24 年度を比較する

と、科目によって多額の増減が発生してしまっている。負担金として計上されている

ものは、光熱水費、修繕費等であり、負担金として計上するのみでは、何にどれくら

い支払われているのかが分からない。 

 

【収支報告（抜粋）】 （単位：円） 

収支科目 平成 23 年度 平成 24 年度 増減 

修繕費支出 33,990,020 24,877,186 △ 9,112,834 

光熱水費支出 387,239,780 145,427 △ 387,094,353 

負担金支出 195,250 781,317,616 781,122,366 

委託費支出 742,493,451 390,810,662 △ 351,682,789 

手数料支出 2,387,455 2,207,875 △ 179,580 

 

 指定管理料の積算上も、光熱水費、修繕費、手数料、委託料等で算定していること

からすると、収支報告上も従来どおり、支出内容の分かる各科目で計上するのが望ま

しい。 

 

（カ）事業繰入金を予算額で計上することについて 

 

前記のとおり本施設の収支報告上、利用料金収入の予算額の 10％を事業繰入金として

計上している。 

予算段階で、事業繰入金が確定しないと自主事業に充てられる金額が分からず、年度

の事業計画が立てられないという実務上の観点から、利用料金収入の予算額の 10％を

事業繰入金として確定することはやむを得ない。 

平成 24 年度の利用料金収入は、予算では、725,150,000 円であったが、決算では、
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664,990,245 円であり、6,000 万円少ない。そのため、仮に予算段階で、利用料金収入

を少なく見積もっていたら、事業繰入金もそれにあわせて減少し、結果、指定管理料も

少なく算定されたはずである。しかし、現状、利用料金収入の予算額と決算額とに乖離

があった場合でも、指定管理料には影響しない。 

仮に、利用料金収入の予算額の 10％を事業繰入金とすることを肯定するにしても、利

用料金収入の予算額と決算額とに乖離があった場合の対応を検討することが望ましい。 

 

（キ）指定事業に、指定管理料とは別に負担金、委託料が支払われていることについて 

 

 本施設の指定管理業務には、施設運営に関わる業務、施設管理に関わる業務、事業実

施に関わる業務があるが、事業実施に関わる業務のうち、指定事業については、平成 24

年度では次の表のとおり、指定管理料とは別に、負担金、委託料として、事業経費が支

払われている。 

 

指定管理業務 支出金額（円） 

指定管理料（Ａ） 861,200,000 

指定事業名 支出の種類 支出金額（円） 

浜松国際ピアノコンクール事業 負担金 129,345,532 

アクトシティ音楽院事業運営業務 委託料 67,399,500 

浜松吹奏楽大会開催事業 負担金 14,500,000 

アクトシティパイプオルガンミニコンサート開催事業 負担金 2,700,000 

計（Ｂ） 213,945,032 

合計（Ａ＋Ｂ） 1,075,145,032 

 

 指定事業の事業経費が、指定管理料とは別の財政支出の項目で負担されているこ

とにより、本施設に関して、浜松市が負担している財政支出総額が分かりにくくな

っている。また、それにより、前記指摘事項 （ア）「指定事業の収支報告について」

で述べたように、指定管理者の事業報告書に、指定事業の収支報告が含まれないこ

とになってしまっている。 

指定管理業務に指定事業が含まれているのであるから、また、浜松市が本施設に

関して負担している財政支出総額を分かりやすくするためにも、指定管理料とは別

に、委託金、負担金として支払うのではなく、指定管理料に含めることが望ましい。 

 

（ク）事後評価結果及び施設利用者・来場者アンケートの業務改善へのフィードバックに

ついて 

 

   指定管理者選定会議における事後評価結果は、以下のとおりである。 
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【事後評価結果】 

年度 評価点 

平成 22 年度 76.5/100 点 

平成 23 年度 78.6/100 点 

平成 24 年度 71.7/100 点 

 

    年度により、評価点は変動しているものの、「事業執行（管理運営）に対する全体

的な評価」で記載されているのは、平成 22 年度から平成 24年度において、下記のと

おり、全く同一の文言であり、十分な審査が行われたのか、疑問である。 

「・アクトシティ浜松は、音楽をはじめとする芸術文化やコンベンションの拠点と

しての高次な機能を有する浜松市を代表する施設である。このような質の高い施

設・設備を活用した管理運営については、施設の開設から、これまでの経験や実

績を活かしたなかで、手堅い管理運営がなされている。 

・施設の利用しやすさや安全性を確保するための改修工事を実施するなど、利用者

が安全、安心、快適に施設を利用できるよう、施設や設備の維持管理に取り組ん

でいる。」 

 

また、各年度における「来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等」で

記載されている内容は、以下のとおりである。 

 

（平成 22年度） 

・本市の政策的な文化事業については、これまでのノウハウを十分活かし

て、円滑な事業運営となるよう、一層の努力を期待したい。 

・施設の稼働率はリーマンショック以降の低迷する経済状況や東日本大震

災の影響により低下している。積極的な誘致活動や継続的な営業活動、

施設利用のリピーターの確保を目指す等、稼働率の向上についてさらに

取り組む必要がある。 

・建設から 16 年が経過し、建物や設備の経年劣化や老朽化による不具合が

増えてきている。施設や設備の利用に支障をきたすことがないよう、今

後もより一層、市と指定管理者の連携を強化して管理運営を行っていく。 

（平成 23年度） 

・本市の政策的な文化事業については、これまでのノウハウを十分活かし

て、円滑な事業運営となるよう、一層の努力を期待したい。 

・建設から 17 年が経過し、建物や設備の経年劣化や老朽化による不具合が

増えてきている。施設や設備の利用に支障をきたすことがないよう、今

後もより一層、市と指定管理者の連携を強化して管理運営を行っていく。 
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（平成 24年度） 

・本市の政策的な文化事業については、これまでのノウハウを十分活かし

て、円滑な事業運営となるよう、一層の努力を期待したい。 

 

     いずれも、抽象的な内容であり、業務改善に向けてフィードバックできるよう

な具体的な内容ではない。特に、平成 24 年度は、前年度よりも評価点が下がって

いるにもかかわらず、具体的な指導事項がない。 

     また、事業報告書に、施設利用者や来場者に対するアンケートの意見・感想が

記載されているが、それに対応したことが分かるような記録がない。 

     課題や問題点を把握し、業務改善できるような事後評価が行われ、それに従っ

て業務改善されることが、結果として、よりよい施設の管理運営となり、市民サ

ービスの向上につながると考えられる。取り組むべき課題を明確にしたり、具体

的な数値目標を設定したりするなど、業務改善につながる具体性のある事後評価

をすることに加え、課題の改善状況や目標の達成状況を検証する等、改善状況を

評価する体制を整え、課題とその改善状況を記録することを検討することが望ま

しい。 

  

（ケ）屋外施設（屋上公園及びサンクンプラザ）の利用について 

 

   屋上公園として、Ａゾーンに、音楽広場、ショパンの丘、いこいの広場が、Ｃゾー

ンに、太陽の広場がある。 

このうち、太陽の広場は、アクトシティ浜松開館当初は、利用されたこともあった

とのことであるが、風が強いことなどから、現在は、ほとんど利用されていない。そ

れ以外の屋上公園も、開放時間を変更して近隣住民にラジオ体操の場として利用して

もらうなど工夫はしているものの、余り利用されていないのが実態である。 

また、Ａゾーンに、サンクンプラザという広場がある。ここでは、イベントが開催

されたこともあったとのことであるが、近隣住民から、騒音の苦情があり、イベント

を開催しにくい状況にあるとのことである。 

公募仕様書によれば、これら屋外施設についても、施設・設備管理運営業務として

日常点検の対象となっており、サンクン広場汚水ネット槽清掃やショパンの丘にある

貯水槽及びドレインの特別清掃など、維持管理費が発生していることから、新たな利

用方法を創出することが望まれる。 

 

（コ）パイプオルガンコンサート開催事業について 

 

パイプオルガンコンサート開催事業は、アクトシティ浜松中ホールの附帯設備であ

るパイプオルガンの音色や中ホールの雰囲気をより多くの市民に知っていただくとと

もに、音楽を身近に親しむ場を提供するため、「短時間」「出入り自由」「気軽に楽しめ
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る」オルガンのミニコンサート等を開催するものであり、入場無料である。 

平成 24 年度のオルガンミニコンサートの開催日時と入場者数は、次の表のとおりで

ある。 

 

【オルガンミニコンサートの開催日時と入場者数】 

開催日時 入場者数（人） 

大人 小人 合計 

平成 24年 6月 20 日（水） 12:30～12:50 122 7 129 

平成 24年 8月 10 日（金） 19:00～19:30 155 27 182 

平成 24年 9月 12 日（水） 12:30～12:50 152 73 225 

平成24年12月21日（金） 12:30～12:50 82 13 95 

平成 25年 1月 23 日（水） 12:30～12:50 151 14 165 

平成 25年 2月 26 日（火） 12:30～12:50 205 40 245 

合計 867 174 1,041 

 

また、オルガンミニコンサートの入場者数の推移は、次の表のとおりである。 

 

【オルガンミニコンサートの入場者数の推移】 （単位：人） 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

770 653 1,041 

 

平成 24 年度の入場者数は、周辺オフィスやマンション・ホテル等へのチラシのポス

ティングなどで集客に努めたことから、それまでの低下傾向から、増加に転じている

が、アクトシティ浜松中ホールの附帯設備であるパイプオルガンの音色や中ホールの

雰囲気をより多くの市民に知っていただくという趣旨からすると、まだまだ少なくよ

り一層の工夫が望まれる。 

 

（サ）指定管理期間について 

 

指定管理期間は、平成 18 年度から同 25 年度までは、当初は 5 年間、その後は 3 年

間であったが、同 26 年度からは 2 年間が予定されている。 

市の文化政策を牽引する役割を担い、音楽文化の拠点施設であるアクトシティ浜松

を中心に、国内外に対して「音楽の都・浜松」を発信していくためには、創造的かつ

長期的な取組みが必要としながら、このような短期間では、長期的な視点からの事業

実施が困難であると考えられる。 

指定管理期間は、現状よりも長期（ 低でも 5 年以上）とすることを検討すべきと

思われる。 
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ウ  参考事項  

 

   （ア）選定会議の構成員について 

平成 22 年度募集の指定管理者の選定会議における構成は、以下のとおりである。 

 

平成 22 年度募集の選定会議の構成 備考 

委員長 浜松市生活文化部長  

副委員長 浜松市市民生活課長  

委員 第三者委員（大学准教授） 欠席 

委員 第三者委員（大学准教授） 欠席 

委員 第三者委員（税理士）  

委員 浜松市文化政策課長  

委員 浜松市スポーツ振興課長 欠席 

委員 浜松市生涯学習課長  

委員 浜松市文化財課長  

委員 浜松市中央図書館長  

 

指定管理者の選定を公平に行うためには、選定会議は、市職員以外の委員（以下

「第三者委員」という。）が多く構成されることが望ましい。 

この点、平成 25 年 5 月 1日付で、「指定管理者制度の実施に関するマニュアル」

（以下「マニュアル」という。）が改正されており、「選定会議は、原則委員 5 人以

上 10人以内かつ第三者委員 5 割以上をもって組織」することとされており、平成

25 年度募集は、下記のとおり、マニュアルどおり運用されている。 

 

平成 25 年度募集の選定会議の構成 備考 

議長 浜松市文化振興担当部長  

委員 第三者委員（大学教授）  

委員 第三者委員（税理士）  

委員 第三者委員（元浜松市立図書館協議会委員）  

委員 第三者委員（元国際ソロプチミスト浜松会長）  

委員 浜松市市民部次長  

委員 浜松市文化政策課長 欠席 

 

 

（イ）指定管理者選定基準の配点の公表について 

 

   募集要項に添付されている「指定管理者選定基準」について、マニュアルで、各評
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価項目の配点は公表することになっているが、平成 22年度募集時において、配点が公

表されていない。 

応募者は、応募にあたり、市が、どの評価項目にどの程度の重きを置いているかを

知ることで、市の意向に近い提案をすることができることから、募集要項の指定管理

者選定基準に各評価項目の配点を記載すべきである。 

なお、平成 25年度募集から、募集要項の指定管理者選定基準について、各評価項目

の配点は公表されている。 

 

（ウ）指定管理者の選定基準の配点について 

 

 前記指摘事項 （オ）「事業繰入金の計上について」で述べたように、指定管理料の

算定にあたり、事業繰入金を計上しているのは、事業計画書での提案を尊重している

からと思われる。しかし、平成 22 年度募集の指定管理者選定時の選定基準では、「指

定管理料の妥当性」は 100 点中 4 点しか配分されていない。 
 指定管理料の算定にあたり、事業計画書での提案を取り入れるのであれば、「指定管

理料の妥当性」の評価項目の配点を、現状より高くすることを検討すべきである。 
 なお、平成 25 年度募集の募集要項の指定管理者選定基準では、指定管理料に関する

項目として、100 点中「収支計画の妥当性」に 10 点、「（上限額－提案額）÷（上限額

－下限額）×配点」に 20点が配分されている。 
 

（エ）選定手続について 

 

   指定管理候補者の選定会議では、選定基準に基づいて、審査が行われる。選定は、

各項目における評価を積算する総合点数方式とし、各委員の平均評価点による。 

平成 22年度募集の指定管理者候補選定時の委員による評価にあたり、文化政策課が、

選定会議の資料として、各評価項目に対する得点、所管課評価コメントを記載した「基

準評価シート」を作成していた。 

このような「基準評価シート」の作成は、マニュアルにのっとったものではなく、

また、各委員の平均評価点は、次頁の表のとおり、この「基準評価シート」と近似し

ており、結果的に、所管課の作成した「基準評価シート」が、選定会議の各委員を誘

導したかのような採点結果となっている。そのため、選定が、公平かつ公正に行われ

たとの心証を得られない。特に、文化振興財団のように外郭団体を指定管理者として

選定する場合、公平かつ公正に判断されたことを市民に説明すべき点からも、所管課

が選定会議の資料として「基準評価シート」を作成すべきではない。 

なお、平成 25年度の募集では、「基準評価シート」は廃止されている。 
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【選定基準・基準評価シートの得点・評価結果】    

評価項目 配点 
基準評価シ

ートの得点 

評価結果 

（平均評価点） 

１ 施設運営管理に関する項目    

 （１）運営管理について    

  ① 施設の管理責任者及び管理体制の明確化 4 3.2 3.2 

  ② 施設の管理運営職員の配置 4 3.2 3.2 

  ③ 平等利用 4 2.4 2.4 

  ④ 緊急時の対応の迅速化 4 3.2 3.2 

  ⑤ 施設・設備の維持管理計画 4 3.2 3.1 

 計 20 15.2 15.1 

 （２）管理運営経費について    

  ① 指定管理料の妥当性 4 3.2 3.1 

  ② 収支計画の妥当性 5 4 3.9 

  ③ 経費削減 4 2.4 2.4 

 計 13 9.6 9.4 

 （３）事業提案について    

  ① 施設の効用が発揮されるものであること 5 4.0 4.0 

  ② 施設運営方針及び業務目標が明確なものであること 5 4.0 4.0 

  ③ 仕様内容を踏まえた施設の特性が十分に発揮される事

業提案であること 

6 4.8 4.6 

  ④ 自主事業の提案内容 5 4.0 3.9 

  ⑤ 市民要望の実現 5 3.0 3.0 

  ⑥ 市民サービス向上策 5 4.0 3.7 

 計 31 23.8 23.2 

小  計 64 48.6 47.7 

２ 指定管理者に関する項目    

 （１）団体の状況について    

  ① 指定管理者が管理を安定して行う人的能力があること 5 4.0 4.1 

  ② 指定管理者が管理を安定して行う財政的能力があるこ

と 
5 4.0 4.0 

  ③ 指定管理者が管理を安定して行う物的能力があること 5 4.0 4.0 

  ④ 類似施設の運営実績 5 4.0 4.1 

 計 20 16.0 16.2 

 （２）地域貢献について 4   

  ① 地域実情の理解 4 3.2 3.3 

  ② 地域との連携 4 3.2 3.1 

  ③ 浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと 4 4.0 4.0 

  ④ 地域の活性化 4 3.2 3.2 

 計 16 13.6 13.6 

小  計 36 29.6 29.8 

合  計 100 78.2 77.5 
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（３） 浜松市楽器博物館 

    所管課   市民部文化政策課 

    指定管理者 公益財団法人浜松市文化振興財団 

 

  ア  指摘事項  

 

（ア）指定管理料の算定にあたって、利用料金収入を控除しないことについて 

 

前記（２）アクトシティ浜松 ア 指摘事項 （オ）「事業繰入金の計上につい

て」で述べたように、平成 22年度募集の募集要項では、指定管理料について、「利

用料金制を導入しているので、施設の管理に要する費用と、指定管理者の提案す

る利用料金見込み額の差額を指定管理料として支払います。」とされている。すな

わち、「管理運営費－利用料金収入＝指定管理料」とされているが、平成 24 年度

の指定管理料の積算上、管理運営経費がそのまま指定管理料、すなわち「管理経

費＝指定管理料」となっており、利用料金収入が控除されていない。 

これは、平成 22 年度募集の指定管理者選定時に文化振興財団から提出された

「アクトシティ浜松並びに浜松市楽器博物館指定管理者事業計画書」で、「楽器博

物館については、設備や備品の管理に係る費用を指定管理料として設定し、（略）

入場料はソフト事業の経費に充当することにより、市民へ還元していきます。」と

提案され、その文化振興財団が指定管理者に選定されたことによるものと思われ

る。指定管理料の算定上、「管理経費－利用料金収入見込額＝指定管理料」となる

べきところ、「管理経費＝指定管理料」となっているということは、控除すべきも

のが控除されておらず、結果的に指定管理料が高く算定されているということで

ある。 

指定管理料を、この考え方に基づいて算定するのが相当か否か検討すべきであ

る。仮に相当ということであれば、募集要項及び公募仕様書で、指定管理料の算

定にあたって利用料金収入見込額を控除しない点を明確にすべきである。 

 

（イ）指定事業と自主事業の区分について 

 

公募仕様書及び業務仕様書において、事業実施に関わる業務として、①展示楽

器及び関連資料の収集・保存・修理・調査・研究、②常設展示・特別展示、③講

座・演奏会等教育普及活動、④情報発信・広報活動、⑤国内外の他の博物館や教

育研究機関等との連携、⑥渉外及び広報に関することと記載されているだけであ

り、指定事業の範囲が不明確であり、結果として、指定事業と自主事業との区別

が不明確である。 

この点、アクトシティ浜松は、事業実施に関わる業務として、①指定事業、②

自主事業、③渉外及び広報に関することと記載され、指定事業が列挙されている
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ことから、指定事業と自主事業の区別が明確である。 

アクトシティ浜松並びに浜松市楽器博物館の指定管理に関する基本協定書第 4

条（4）では、『「自主事業」とは、第 7条に規定した本業務以外の業務で、乙（文

化振興財団）が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。』とされて

おり、第 7条では本業務の範囲として次のとおり規定している。 

①  楽器、楽譜、音楽史等に関する資料（以下「音楽資料」という。）を収集し、 

 保管し、及び展示すること 

② 音楽資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと 

③ 音楽資料に関する案内書等を作成し、及び頒布すること 

④ 音楽資料に関する講演会、講習会等を開催すること 

⑤ 前各号に定めるほか、甲（浜松市）が必要と認める事業 

⑥ 浜松市楽器博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑦ 前各号に掲げるもののほか、浜松市楽器博物館の管理に関して甲が必要と認 

 める業務 

 したがって、おそらく全てが指定事業ということになってしまう。 

しかし、事業報告書では、楽器博物館の常設展の運営も含めて、すべて自主事

業として報告されている。 

このように、指定事業と自主事業との区別が不明確なのは、楽器に関する知識

を広め、音楽文化の向上に寄与することを目的とする楽器博物館で実施すべき事

業の内容は、公募仕様書及び業務仕様書において、列挙できるものではなく、楽

器に関する専門知識やノウハウのある文化振興財団の提案に委ねようとしたこと

によるとのことである。 

しかし、楽器博物館の常設展の運営までが自主事業になるのは、疑問であり、

公募仕様書及び業務仕様書において、何が指定事業であるかを、明確にすべきで

ある。 

 

（ウ）事業報告書の記載事項としての自主事業について 

   

 平成 22年度募集にあたっての公募仕様書及び業務仕様書において、事業報告書

として提出することが要求されているものは、以下のとおりである。 

    ① 管理運営の実施状況及び利用状況 

    ② 管理運営に係る経費の収支状況（収支決算書） 

    ③ 利用者アンケートの概要及び利用者からの苦情、意見等 

    ④ 施設・設備の損傷、減耗、不具合の状況 

    ⑤ その他協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項 

 上記（イ）で指摘した事項と関連しているのか、アクトシティ浜松では要求さ

れていた自主事業の実施状況と収支状況が記載事項とされていない。ところが、

上記のとおり平成 24 年度の事業報告書には、自主事業の実施状況として常設展、
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特別展も含め記載されている。また、収支報告も事業費として指定事業と自主事

業との区分はないまま記載されている。 

 アクトシティ浜松では、自主事業の実施状況と収支状況の記載が要求されてい

ること、また、マニュアルでも、自主事業による収入は事業報告書の記載内容と

されていること、特に本施設では利用料金収入が事業費に充てられていることか

らすれば、業務仕様書において、事業報告書の記載事項として、自主事業の実施

状況と収支状況を要求すべきである。 

 

（エ）収支報告の様式について 

 

平成 22 年度募集にあたっての公募仕様書及び業務仕様書において、事業報告書

として提出することが要求されているのは、「管理運営に係る経費の収支状況（収

支決算書）」である。しかし、提出された平成 24 年度の事業報告書は、管理費と

事業費とが区別されて作成されている。 

これは、平成 15 年度に利用料金制が導入される前まで、運営費部分と事業費部

分に対する委託費として支払われていたため、管理費と事業費として区別して報

告していたことを、そのまま踏襲しているにすぎない。 

現在は、運営費部分、事業費部分と区別することなく、指定管理料が支払われて

いることから、公募仕様書及び業務仕様書で要求されている「管理運営に係る経

費の収支状況（収支決算書）」として作成すべきである。また、事業報告書を受領

する浜松市は、その内容を確認する立場にあり、要求したものどおりの記載がさ

れていないのであれば、適切な「管理運営に係る経費の収支状況（収支決算書）」

を提出するように指導すべきである。 

 なお、その前提として前記したとおり指定事業と自主事業の区分を明確にする

必要がある。 

 

 イ  意  見  

 

  アクトシティ浜松と同一募集単位で、指定管理者の選定を非公募にすることについて 

  

 本施設は、「楽器に関する知識を広め、音楽文化の向上に寄与するため設置する」

（浜松市楽器博物館条例第 1 条）施設であり、その設置目的のために、次に掲げ  

る事業を行うとされている（同条例第 3条）。 

① 楽器、楽譜、音楽史等に関する資料（以下「音楽資料」という。）を収集し、 

 保管し、及び展示すること 

② 音楽資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと 

③ 音楽資料に関する案内書等を作成し、及び頒布すること 

④ 音楽資料に関する講演会、講習会等を開催すること 
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⑤ 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業 

 楽器博物館の業務は、音楽資料を収集し、保管し、展示するに留まらず、調査

研究も行うという専門性が高いことにアクトシティ浜松とは異なる特徴がある。 

現状、楽器博物館は、アクトシティ浜松のＤゾーンに所在し、熱供給プラント

をはじめとした光熱水施設等を総合的に一体管理していることから、指定管理者

の募集にあたり、アクトシティ浜松と同一募集単位として、指定管理者の募集が

行われているが、楽器博物館の上記特徴に鑑みれば、アクトシティ浜松と区別す

ることを検討することも可能である。そして、上記特徴から、専門性の高い学芸

員などの人材を確保することが求められる。また、調査研究を長期的かつ継続的

に行うためにも、長期的観点から人材を育成することが求められる。そのため、

指定期間が限定される指定管理者制度では、長期的観点から人材を育成し、確保

することが難しいといえる。 

前記のとおり指定管理者制度を導入するか否かについて、基本指針第 4 条第 1

項では、「前条に規定する対象施設のうち、次の各号に掲げるものを除き、指定管

理者の導入を行うものとする。」とされており、原則として公の施設について、指

定管理者制度を導入することとしている。そして、例外として指定管理者制度に

よらず、直営によるものは、「次の各号に掲げるもの」である。 

① 地域住民が利用することを目的として設置された小規模施設 

② 市が直接管理することが施設の効用を図る上で望ましい施設 
③ 市が直接実施すべき業務と一体として管理している施設 
④ 導入することによる財政的効果が見込めない施設 
⑤ 前各号に掲げるもののほか、市長が市が直接管理することが必要と認める施 

 設 
      浜松市博物館、浜松市美術館及び浜松市秋野不矩美術館は、上記第 5 号に該当

して、直営とされていることからすると、音楽資料を収集し、保管し、展示する

以外に、調査研究も行うという専門性が高い楽器博物館についても、上記第 5 号

に該当して、直営にする可能性をもある。 

 ただし、公の施設の管理として、あくまでも指定管理者制度が原則であること

を考慮すると、楽器博物館のすべての業務を直営にするのではなく、楽器博物館

の業務のうち、収集・保管、調査研究、企画といった学芸業務は市の直営とし、

広報や施設管理といった管理業務は指定管理者制度で実施する、といった形態も

検討に値する。この場合、管理業務の指定管理者の募集は、原則どおり、公募に

よるべきである。島根県立美術館や山梨県立美術館がこの方法によっている。 

 

 ウ  参考事項  

  

（ア）選定会議の構成員について 
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指定管理者の選定を公平に行うためには、選定会議は、市職員以外の委員（以下「第

三者委員」という。）が多く構成されることが望ましい点については、アクトシティ

浜松で述べたとおりである。 

 

（イ）指定管理者選定基準の配点の公表について 

 

   募集要項の指定管理者選定基準に各評価項目の配点を記載すべきである点について

は、アクトシティ浜松で述べたとおりである。 

 

（ウ）指定管理者の選定基準の配点について 

 

指定管理料の算定にあたり、事業計画書での提案を取り入れるのであれば、「指定管

理料の妥当性」の評価項目の配点を、現状より高くすることを検討すべきである点に

ついては、アクトシティ浜松で述べたとおりである。 
 

 （エ）選定手続について 

 

   平成 22年度募集の指定管理者候補選定時の委員による評価にあたり、文化政策課が

作成していた「基準評価シート」を廃止すべき点は、アクトシティ浜松で述べたとお

りである。 
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（４）浜松アリーナ 

   所管課   市民部スポーツ振興課 

   指定管理者 財団法人浜松市体育協会・東海ビル管理株式会社・株式会社ステージ 

         ループグループ 

 

ア  指摘事項  

 

 （ア）指定管理料の積算について 

 

市側が積算した指定管理料の中に消費税及び法人税として公課費が含まれている。

税抜金額で積算して消費税分を加算することは特に問題はないが、法人税は法人全

体の所得に対して課税されるものであるため業績によって発生しない場合もある上、

たとえ課税があったとしてもその補てんをするような形で法人税を指定管理料の内

訳とすることには問題がある。指定管理料は主に指定管理者の提案額を参考に積算

されているが、指定管理料の積算内容として適切なものかどうか吟味した上で指定

管理料を積算する必要がある。 

 

（イ）収支決算報告について 

 

指定管理者は毎期事業報告書の中で施設の収支決算報告を行っているが、平成 18

年度、平成 24 年度については指定管理料の金額に誤りが発生している。平成 18 年

度についてはバスケットボール世界選手権のアリーナ利用料収入のうち市側の受取

額を指定管理料から減額する覚書が交わされているが、収支報告の指定管理料は当

初指定管理料 1 億 7,638 万 6,000 円から市側の取り分 1,400 万 4,000 円を控除した

額とも一致しない。現在となっては指定管理者が報告してきた指定管理料 1 億 6,865

万円がどのように算定されたものかが把握できない。平成 24年度については施設休

止期間の補てん額が指定管理料として別途支払われているが、それが収支報告では

利用料金収入として計上されている。 

所管課は事業報告書をレビューした際に、その点を指定管理者に指摘はしている。

しかし、事業報告書にそれが反映されていなければ誤った情報を提供することにな

りうる。また、平成 18 年度のように差異額が発生していたとしてもその内容を所管

課では把握することができない状況にもなりうる。事業報告書は所管課担当者が事

情を把握した上で内容を理解できれば足りるものではなく、誰がみても適切な情報

を入手できる報告書でなければ意味がない。よって、修正箇所があるのであれば、

指定管理者にその部分の訂正を求め、適切な事業報告書を保管する必要がある。 
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（ウ）基本協定書・年度協定書の当事者について 

 

本施設の指定管理者の選定では、体育協会を代表とする「浜松市体育協会グルー

プ」との名称の共同事業体での応募で、同グループが選定されている。 
もっとも、浜松アリーナの基本協定書（平成 21年 3 月調印）においては、指定管

理者として体育協会のみが表示され、同協会のみが調印しており、そもそも、共同

事業体である旨の表示もない。また、その後の年度協定書の扱いも全て同様である。 
しかしながら、このような扱いは適切とは言えない。共同事業体を指定管理者と

して選定する以上、共同事業体の全ての団体を協定の当事者とすることによって、

構成団体の各々が、浜松市に対する関係で、指定管理者として果たすべき義務を直

接に負担する旨を明確にすべきである。また、何らかの事情により構成団体内で代

表団体の変更を要する場合、そもそもの協定書に全団体が調印していれば代表団体

の変更のみで足りるが、代表団体のみを当事者としていた場合には、新たに構成団

体と基本協定書を結び直す形になってしまうからである。 
そして、現在のマニュアルでは、このように共同事業体が指定管理者に選定され

た場合の基本協定書および年度協定書の当事者には、共同企業体の名称を表示した

上で、さらに、代表団体と構成団体の全てを表示して調印するべきものとされてい

る。ただし、この点のマニュアル改訂は平成 21 年 12 月以降であったため、それ以

前に作成されていた浜松アリーナの基本協定書は、浜松市体育協会のみを当事者と

する体裁になったと考えられる。また、その後の年度協定書の締結はマニュアル改

訂後であったが、基本協定書を受ける形で同じく浜松市体育協会のみを当事者とし

てきたものと思われる。 
なお、既に選定を終了した平成 26年度以降の協定書では、上記問題点を改善した

とのことである。 
 

イ  意  見  

 

（ア）指定管理者の財務内容について 

 

体育協会の法人全体の収支は赤字である。平成 23年度については経常損益△2,900

万円、 終損益△3,300 万円、平成 24 年度については経常損益△3,000 万円、 終

損益△3,000 万円となっている。平成 24 年度の正味財産期末残高は 5 億 3,600 万円

であり、現在の財務内容が悪いとはいえないが、毎期赤字では正味財産額が年々減

少することは明白である。 

指定管理者応募時には決算書の提出も求められているが、指定管理期間中は指定

管理者の法人としての決算書の提出を所管課は求めていない。しかし、指定管理期

間は 5 年であり、特に指定管理者が赤字の場合には財務内容が悪化して指定管理が

適切に行われない可能性も否めないことから、赤字の指定管理者については事業報
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告以外に法人全体の財務内容についてのモニタリングの検討が望まれる。また、赤

字の法人を指定管理者として選定する場合にもその財務内容と今後の業績予想につ

いてはより詳細に吟味することが望まれる。 

 

（イ）自主事業の取扱いについて 

 

本施設の基本協定書に添付され、業務の具体的内容・基準を定める仕様書では、

指定管理の本来業務である施設運営や施設管理に関する業務の基準に先立ち、冒頭

で「スポーツ振興に関わる業務の基準」が記載されている。 

そして、その内容は、スポーツ健康相談事業、スポーツ教室の開催事業、レクリ

エーション普及事業、地域スポーツ指導者養成事業など、具体的に特定され、また、

その実施方法も特定されている。 

ところが、これら「スポーツ振興に関わる業務の基準」に関する業務は、全て自

主事業の扱いである。そのため、これらの業務の実施に要する経費（例えば，健康

相談事業における浜松市医師会との提携にかかる謝金等）は、指定管理料の算定か

ら除外されている。また、これらの自主事業の実施にかかる収支は、平成 24 年度に

おいて、260 万円余の赤字になっている。 

しかしながら、このような仕様書の定め方及び自主事業の扱いは、不適切である。 

そもそも自主事業とは、指定管理に係る本来業務とは別に「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（マニュアル）。とこ

ろが、浜松アリーナでは、仕様書において「自主事業」扱いの事業内容を浜松市が

特定する形になっており、自主事業のあり方に反している。しかも、そのように定

められた自主事業を実施するために、指定管理者が実質 260 万円余の赤字を余儀な

くされるというのでは、そのような事業を実施可能な団体が著しく限定される事態

を招き、指定管理者の公募の公正さにも影響しかねない。 

よって、所管課においては、これまでの仕様書で「スポーツ振興に関わる業務の

基準」とされてきた業務のあり方について、そもそも本来事業にすべきか否かも含

め、改めて整理することが望ましい。また同時に、指定管理にかかる本来業務以外

の業務を実質的に義務づけていると誤解されることのないように、協定書・仕様書

の記載を改善することを検討すべきと考える。 

なお、既に選定を終了した平成 26年度以降分の指定管理者の公募では、仕様書か

ら上記のスポーツ振興関係の業務に関する記述を除外したとのことである。 
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（５）浜松市さくま自然休養村清流荘・運動広場 

   所管課   天竜区役所まちづくり推進課 

   指定管理者 清流荘運営組合 

 

ア  指摘事項  

 

（ア）指定管理者の資格について 

 

 指定管理者の応募資格は、浜松市が定める一定の条件を満たす団体に限られ

る。 

この点、清流荘運営組合は、組合規約を備え、形式的には上記条件を満たす

団体である。 

しかしながら、実地調査時に組合長から事情を聴取したところ、平成 17年度

ころから組合規約に定める年 1 回の組合員会議は開催されていないため、組合

として活動しているとは言い難い状況にある。 

また、組合規約において指定管理業務等に要する経費は全て組合が負担する

と規定されているが、指定管理者募集時に浜松市に提出された損益計算書及び

貸借対照表は、収入・資産も含め組合長個人名義で作成されている。 

以上からすれば、実質的には組合長個人が管理・運営していると見ることも

できてしまうため、浜松市としては指定管理者に対し、組合員会議の開催を求

める等団体としての管理・運営を指導する必要がある。 

 

（イ）テニスコートの整備について 

 

本施設を実地調査したところ、運動広場のテニスコートについて、コート内

に雑草が生える等使用に適した状態とは言い難く、またトイレも使用困難な状

態にあった。運営組合の組合長によれば、利用予約があれば特定の組合員がコ

ートを整備するということであったが、日常の管理が適切に行われているとは

言い難い。 
営業としてテニスコートの貸与をしている以上、日常的に適切な管理をすべ

きである。 
 
   イ  意  見  
 

（ア）施設改修及び広告宣伝について 

 

清流荘は、休憩室（宿泊室）内にトイレがなく、各階にある共同トイレも和

式のみである等、他の民間施設に比べて見劣りする面があることは否めない。
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また、インターネット上にホームページもないため、一般への宣伝・周知とい

う点でも競争力に欠ける面がある。 

財政面及び費用対効果という点から設備投資に限界があることは理解でき

るが、利用者の減少に歯止めをかけ、レクリエーション施設としてより多くの

集客を期待するためには、施設の改修及び広告宣伝の強化について検討するこ

とが望ましい。 

 

（イ）今後の運営について 

 

本施設の今後の運営であるが、浜松市は、公共施設再配置計画に基づき、管

理主体を変更して民営化する又は施設の廃止を検討している。財政の緊縮、効

率的・効果的な市民へのサービスの提供等の観点から、浜松市が管理主体の変

更又は施設の廃止を検討していることは理解できる。ただし、本施設は長年に

わたり地域住民・企業の社交の場として利用されていることから、施設の存続

及び管理の主体・方法については、関係者と十分に協議して結論を出すことが

望まれる。 

なお、管理主体を変更して民営化する場合、浜松市が本施設を民間に貸与し、

民間が運営する方法と、浜松市が本施設を民間に譲渡し、民間が運営する方法

が考えられる。本施設の所有権を民間に譲渡する方法によるならば、それ以後

本施設について浜松市は関与しないことになるが、民間に貸与する方法による

ときは、浜松市が貸主または施設所有者として、本施設の修繕費及び火災保険

料等を負担したり、施設内で事故が発生し利用者に損害が生じた場合に損害賠

償責任を負う場合がありうる。したがって、これらの点を十分に検討したうえ

で、結論を出す必要があると思われる。 
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（６）浜松市東四村農村コミュニティセンター 

   所管課 産業部北部農林事務所 

   平成 25年度より業務委託、受託者 東四村自治会 

   平成 24年度までの指定管理者   同自治会 

 

  ア  指摘事項  

 

    利用資格の確認について 

 

現地調査時に東四村自治会役員及び自治会住民と面談した際、本施設の利用者資

格について原則自治会住民に限るかのような発言があったが、本施設は自治会住

民以外の者でも利用可能な施設であるため、誤解に基づく運営がなされないよう

あらためて確認する必要がある。 

 

  イ  意  見  

 

 今後の運営について 

 

本施設の今後の運営であるが、浜松市は、公共施設再配置計画に基づき、東四村

自治会に管理主体を変更することを検討している。財政の緊縮、効率的・効果的

な市民へのサービスの提供等の観点から、浜松市が管理主体の変更を検討してい

ることは理解できる。 

ただし、管理主体を変更する場合、浜松市が本施設を東四村自治会に貸与し、同

自治会が運営する方法と、浜松市が本施設を東四村自治会に譲渡し、同自治会が

運営する方法が考えられる。浜松市が本施設の所有権を譲渡する方法によるなら

ば、それ以後本施設について浜松市は関与しないことになるが、貸与する方法に

よる場合は、貸主及び施設所有者として、施設修繕費及び火災保険料等を負担し

たり、施設内で事故が発生し利用者に損害が生じた場合に損害賠償責任を負う場

合がありうる。したがって、これらの点を十分に検討し東四村自治会と協議を重

ねる必要があると思われる。 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

41 
 

（７）浜松市総合産業展示館 

   所管課   産業部産業振興課 

   指定管理者 株式会社ヤタロー・株式会社共同グループ 

 

 意  見  
 

 ア  施設の補修・改修について 
 
 これまでも本館及び北館ともに補修・改修工事を実施しているものの、施設自体

の老朽化は否めない。実地調査した際も本館展示室の床のタイルが割れている箇所

や雨漏りしている箇所があった。予算の確保が前提となるが、産業振興施設として

地場の事業者に活用されている施設だけに、適正な維持管理に努め、利用者の維持

ないし増員を図ることが望ましい。 
 
    イ 経理の処理について 

 
  指定管理者は、本施設の利用料金について、請求書発行ソフトに登録して請求書

を作成するとともに、別個の表・計算ソフトに売上金として記帳してこれを会計元

帳としているが、両ソフトは連動していない。そのため、複式簿記にて売上金が管

理されているわけではないことから、利用料金が漏れなく記帳されているか否か網

羅性の確認が困難である。したがって、売上金をより適切に管理するために速やか

に複式簿記に移行することが望ましい。特に、現在の指定期間においては、指定管

理者は、浜松市に対し、「2,500 万円＋収入額の 1％相当額」を納入することになっ

ていることから、売上金額の誤りが納入額の誤りにつながるため、その点でも売上

金の管理は重要である。 

 

ウ 動産の管理について 

 

 北館 2階に財団法人静岡県西部地域地場産業振興センターの所有を示すシールが

貼付された動産があるが、既に同法人は解散しているため、これら動産の管理主体

を明確に表示することが望ましい。 
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（８）救護施設浜松市立入野園 

  所管課   西区役所社会福祉課 

  指定管理者 社会福祉法人三幸会 

 

 ア  指摘事項  

 

  （ア）備品管理について 

 

     「浜松市立入野園の管理に関する基本協定書」第 5 章によれば、指定管理者

が管理する備品は次の 2種類に区分される。 

Ⅰ種  市が貸与する備品。 

    経年劣化等により業務実施の用に供することが出来なくなった場

合、浜松市の費用で調達する。 

Ⅱ種  指定管理者が本業務に必要と判断し購入した備品。 

    経年劣化等により業務実施の用に供することが出来なくなった場

合、指定管理者の費用で調達する。 

上記以外に、次の種類がある。  

Ⅲ種  指定管理者が任意に調達するもの。 

本施設には、管理する物件として、下記の車輌が登録されている。 

Ⅰ種 身体障害者輸送車        1 台 

Ⅱ種 軽自動車（ワゴンＲ）   2 台 

   自動車（ストリーム）   1 台 

本施設の「資産確認表」には、次の車輌が入野園の資産として計上されてい

る。 

  ストリーム  取得日 平成 15 年 3 月 5 日  取得価額 1,709,300 円 

ワゴンＲ   取得日 平成 18 年 3 月 24 日 取得価額 1,009,202 円 

ワゴンＲ   取得日 平成 21 年 4 月 27 日 取得価額 1,066,170 円 

  フリード   取得日 平成 24 年 7 月 23 日  取得価額 2,448,315 円 

この内、フリードがⅢ種に該当し、それ以外の車輌はⅡ種に該当する。し 

      かし、公用車として「資産確認表」に明記されているものはストリームのみ

である。車輌の名義も社会福祉法人三幸会になっている。Ⅱ種とⅢ種では、

指定管理者契約期間満了等による契約終了の際に、所有権が浜松市に帰属す

るのか、指定管理者に帰属するのか等の違いが生じる。購入備品については、

Ⅱ種に該当するのか、それともⅢ種に該当するのか区分して登録すべきであ

る。 

       上記以外にも指定管理者制度導入以降に次のような資産を購入している。 

複合複写機  取得日 平成 21 年 3 月 27 日 取得価額   889,770 円 

ガス乾燥機  取得日 平成 21 年 3 月 31 日 取得価額  737,100 円 
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空気清浄機  取得日 平成 22 年 3 月 30 日 取得価額   630,000 円 

           これらについても、Ⅱ種・Ⅲ種の区分の確認が監査時点ではとれていない。

資産確認表で区分して登録すべきである。 

 

  （イ）修繕費積立金について 

 

       本施設には、平成 24 年度末現在で 55,697,730 円の修繕費積立金が存在す

る。ちなみに平成 24年度の積立額は 2,000,000 円である。この積立額は、「浜

松市入野園指定管理者事業報告書」の「管理に係る経費の収支状況」には、

需用費として計上されている。しかし、需用費は 53,816,347 円という勘定科

目の中で 大の額である上に、主要な内容は、給食費支出 21,047,343 円や水

道光熱費支出 9,976,264 円・教養娯楽費支出 4,546,941 円である。修繕費積

立金は外部にキャッシュアウトされる支出ではなく、流動性預金から固定性

の修繕費積立預金に振り替えられるものであり、その性質は給食費や水道光

熱費とはかなり相違する。明瞭性確保のために、修繕費積立預金取得支出は

「管理に係る経費の収支状況」には別掲すべきである。 
 また、修繕費積立金の積立額や取崩しに関するルールも必要である。社会

福祉法人三幸会の決算書では、修繕費積立金は純資産の部に計上されており、

積立額は費用ではなく、剰余金の性質とされている。平成 24 年 11 月には、

駐車場整備として 6,373,500 円が支出されているが、修繕費積立預金を取り

崩すこともしていない。修繕費積立金の恣意性を防ぐために、積立時及び取

崩時の事由及び金額的根拠等のルールを明確にする必要がある。 

 

（ウ）入野園と西山園の制度統一について 

 

  浜松市立入野園と西山園の入居者に対する小遣は次のようになっている。 

  入野園 

   通帳残高 150,000 円未満           10,000 円／月 

   通帳残高 150,000 円～250,000 円未満      7,000 円／月 

   通帳残高 250,000 円～350,000 円未満     3,000 円／月 

   通帳残高 350,000 円以上及び自費・入院     2,000 円／月 

  西山園 

   通帳残高      0 円～ 50,000 円未満     9,000 円／月 

   通帳残高  50,000 円～100,000 円未満     7,000 円／月 

   通帳残高 100,000 円～200,000 円未満     5,000 円／月 

   通帳残高 200,000 円～300,000 円未満     3,000 円／月 

   通帳残高 300,000 円～400,000 円未満     2,000 円／月 

     通帳残高 400,000 円以上及び自費            1,000 円／月 
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           入院                                      0 円／月   

所持金により差をつけているのは、所持金が多くなると生活保護の受給     

資格に影響するためである。 

       また、内職収入の入居者に対する支払は次のようになっている。 

       入野園 

        内職収入の全額を各人に対し配分する。 

        勤務時間・勤務日数等を考慮して、各人をランク付けし配分する。 

        誕生月に 2,000 円の商品券を贈る。 

       西山園 

        内職収入全額から経費分 10％を控除して配分する。 

（ただし、平成 26年からは経費控除はせず、全額を配分する。） 

 １ヶ月１人当たり 1,200 円～1,300 円程度を配分する。 

 誕生月に 5,000 円を贈る。 

 入野園も西山園とも浜松市立の救護施設であり、入居者が選択することが

困難なことを考慮すると、ルールは統一することが必要である。 

 

  イ  意  見  

 

  （ア）施設整備と修繕費積立金の利用について 

 

     入野園及び西山園に共通することであるが、国が定める設備運営基準（経過

措置を含む）には適合しているものの、施設の老朽化が進んでいる。部屋によ

っては、ベッドがなく、部屋の中がカーテンで仕切られていないため、入居者

のプライバシーが確保されているとは言えない。また、作業スペースが不足し

ているため、作業時間中は、居室を作業場として利用しているケースもある。

西山園は 5 人部屋が中心であるが、現行の設置基準は 1部屋 4 人となっている。

施設の計画的更新は不可欠と言える。 

     救護施設の指定管理料は、生活保護法に定められた施設事務費及び生活扶助

費に準拠しているため、入居者数による変更以外の事由による指定管理料の変

更は困難である。 

     一方、社会福祉法人三幸会の決算書では、平成 24 年度末で、流動性預金が 

     入野園  63,756,284 円 

     西山園  32,975,645 円 計上されている。 

      さらに、修繕費積立預金が固定性預金として 

     入野園  55,697,730 円 

     西山園   3,000,000 円 計上されている。 

          もちろん、今までの社会福祉法人三幸会が基本協定に基づき適切な施設運営     

を行ってきたため、上記の残額は正当なものと言える。 
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     しかし、入野園・西山園の施設改善が緊急性を有し、その資金調達において

浜松市が苦慮している現状において、修繕費積立金の使途については、協議する

ことも検討すべきと考える。 

    現在の基本協定書によれば、「管理施設の修繕については、1 件につき 60 万円

以上のものについては甲（浜松市）が自己の費用と責任において実施する」とな

っているが、例えば、浜松市が平成 21 年度に実施した入野園屋根防水改修工事

6,090,000 円のようなものについて、指定管理者側の修繕費積立金を使用するこ

とができるならば、浜松市は修繕費を節約することになり、その額を施設改善の

ための資金に充当することが可能となる。 

 

 （イ）敷地の土地所有について 

 

   本施設の敷地は、社会福祉法人三幸会が所有している。借地のある指定管理者

施設の中で指定管理者が土地所有者であるケースは入野園と花桃の里だけである。

花桃の里は市の公共施設再配置計画もあり、平成 24 年に当時の地権者からの打診

に応じ、指定管理者が購入している。一方、入野園は当初から指定管理者所有地

に施設を建設し、浜松市は有償ではなく、使用貸借にて土地を使用している。こ

れは社会福祉法人三幸会に業務を委託することを前提に施設を建設したものと言

える。平成 18 年・平成 21 年と 2 度公募を行っているが、入野園について、社会

福祉法人三幸会以外に募集に応じるものはいない。 

    このような特殊事情があるものは、公募による指定管理者ではなく、より自由

度が高い業務委託等に変更し、実態にあった契約にすることも検討すべきと考え

る。 
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（９）救護施設浜松市立西山園 

   所管課   西区社会福祉課 

   指定管理者 社会福祉法人三幸会 

 

   意  見  

 

  ア Ⅲ種に属する構築物について 

 

    本施設には、前記入野園で説明したⅢ種資産として次のものが計上されている。 

物置小屋  取得日 平成 23年 2月 25日  取得価額   300,000 円 

物置小屋  取得日 平成 24年 5月 31日  取得価額    556,500 円 

井戸    取得日 平成 24年 1月 30日  取得価額  3,150,000 円 

 不動産については、契約終了時に指定管理者に引き渡すことは困難である。処

理方法について、浜松市と指定管理者で事前に確認しておくことが望ましい。 

 

 

  イ Ⅲ種に属する資産について 

 

     本施設には、平成 24 年度末現在で次の資産が計上されている。 

構築物    期末簿価 3,750,854 円 

車輌運搬具  期末簿価 10,211,803 円（7 台） 

器具及び備品 期末簿価 10,858,364 円（自動水洗機・温蔵庫他）  

ソフトウェア 期末簿価  69,300 円 

   上記の資産は、すべて指定管理者制度が導入された平成 21 年 4 月から平成 25

年 3 月の 4 年間で購入したものであり、Ⅲ種資産が含まれている。Ⅲ種資産につ

いては、指定管理者契約終了時には指定管理者に所有権が帰属するが、浜松市か

らの指定管理収入により取得したことも事実である。指定管理者契約終了時に上

記資産の所有権がどちらに帰属するかの見直し・変更を検討することが望ましい。 
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（１０）市営駐車場 

    所管課   都市整備部交通政策課 

    指定管理者 一般財団法人浜松まちづくり公社・遠鉄アシスト株式会社共同事業 

          体 

           

    指摘事項  

 

 ア 領収書の管理について 

 

   領収書について以下の問題点が発見された。 

① 定期契約者の利用料金を現金で回収した場合、指定管理者は利用者へ領

収書を発行しているが、領収書が再発行されているものがあった。 

② 書き損じの領収書のホチキス止めがないものが散見された。 

③ 領収書が作成されているが、利用者に渡されていないため、現金を回収

したのかどうかが領収書では不明の状態のものがあった。 

④ 書き損じた領収書控に×印がついているものの支払者控が保管されてい

ないだけでなく、別の領収書が発行されているものがあった。 

⑤  正式に発行された領収書控に×印がついているものがあった。 

領収書は現金売上の証拠となるものであるが、一方で適切な管理がされていな

ければ現金の横領に利用される可能性がある。①のように再発行を認める場合や

④のように書き損じの処理が適切に行われなければ、担当者が受領した現金を着

服することも可能である。③については帳簿上、現金売上が計上されているが、

現金を受領しているのかどうかが領収書からは判別できない。⑤については領収

書を見る限りにおいては売上計上されていないと判断されてしまう。②について

も書き損じの領収書を適切に処理しておかなければ横領に利用される可能性が

ある。 

市側は指定管理者の報告書と現金の納入によって駐車料金収入を知ることと

なるが、上記のような領収書の管理が行われている場合、指定管理者側の報告が

適切に行われているのか検証ができない。よって、領収書の管理は適切に行われ

るようにする必要があり、また、市側も適切な指導をする必要がある。 

 

     イ 精算日報について 

 

精算日報の記入誤りを修正液で訂正しているものが散見された。精算日報は市  

への駐車料金収入の報告の根拠となる証拠であるため、担当者の備忘のための記

録とは異なる。よって、精算日報の記入誤りについては修正の軌跡がわかるよう

に、二重線により訂正する必要がある。 
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（１１）中区・東区・西区・南区の市営住宅 

    所管課   都市整備部住宅課 

    指定管理者 大成有楽不動産株式会社 

 

     意  見  

 

    ア 指定管理料の清算方式に関する年度協定の定め方について 

 

      本施設の指定管理料は、各年の年度協定書において定められており、また、

年度協定書に添付された「計算書」に費目毎の予算額が明記された上で、それ

らの費目毎に、請負方式（定額渡し切り方式）と清算方式に区分されている。 

      もっとも、基本協定書と年度協定書のいずれにおいても、「清算方式」の具体

的取扱いに関する記述がない。 

      そのため、清算方式に含まれるある費目について、実際の支出額が計算書に

記載された「予算額」を上回った場合に、浜松市が、予算額を上回る資金を指

定管理料として追加支出すべきであるか否かが明らかではない。特に、予算額

を超過する支出を要する費目の蓄積によって、支出総額が、年度協定書に定め

られた清算方式の指定管理料の総額を上回ることまで許容されるのか否かにつ

いても、一義的には明らかではない。 

      他方で、ある費目について、実際の支出額が計算書に記載された「予算額」

を下回った場合について、清算により返金すべき額を、他の費目に流用するこ

とが許容されるか否かも明らかではない。この点、年度協定書には、費目間の

流用を認める定めがないため、厳密に解釈すれば、他の費目への流用は認めら

れず、浜松市に返金すべきことになる。しかしながら、実際の運用では、費目

間の流用を許容し、 終的には、清算方式の支出総額を予算総額に合致させる

という取扱いが行われている。つまり、清算方式による指定管理料の返還は、

現実には行われたことがない。 

      以上のような疑義を解消するためには、年度協定書における「清算方式」の

具体的取扱いについて、規定を整備することが望ましい。例えば、現在の運用

状況を前提にする場合には、ある費目の予算額の余剰について他の費目への流

用を認めるが、清算方式の予算総額を上回る指定管理料の支払いはしない旨を

明記することが考えられる。 

 

    イ 清算方式の指定管理料の費目間の流用状況について 

 

      上記のとおり、清算方式とされる指定管理料の取扱いについて、実際の運用

では、費目間の流用が許容されており、 終的には支出額（執行額）を予算額

に合致させ、指定管理料の返還は行わないという処理がなされている。 
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      このような処理については、ある費目での余剰金が、工事費、印刷製本費、

郵便料など、市営住宅の入居者や応募者にとって直接・間接に利益となる経費

項目について流用されるのであれば、問題は少ないとも言える。 

      しかしながら、本施設の指定管理においては、清算方式の管理料のうち、指

定管理者自身の「間接経費」への他の費目からの流用額が 1,837,329 円にも上

っている。また、指定管理者によれば、間接経費の中でも固定費である管理事

務所賃借料の占める割合が高いため、このような流用が恒常化している状況に

ある。 

      このような取扱いは、公の施設の管理にあたり、住民福祉を損ねることなく

維持・管理コストの削減を目指すという指定管理者制度の趣旨・目的に照らし、

必ずしも好ましいことではない。 

      なお、上記のとおり管理事務所賃借料の占める割合が高い点について指定管

理者より、現在の管理事務所の所在地は、浜松駅および新浜松駅に至近であっ

て電車・バスともに交通アクセスに優れており、間接的には各種の手続に訪れ

る市営住宅の入居者の利益になっているとの説明もあった。 

      もっとも、そのような優れた立地条件を考慮するにしても、財源的な制約の

中で後回しになりがちな工事（例えば、退去修繕がなされないまま退去されて

しまった住居の空家修繕工事等）など、市営住宅の維持管理にとって、より重

要な費目の存在は否定されない。 

      ついては、指定管理者には、間接経費の削減について、なお一層の改善努力

が期待される。 

 

    ウ 入居者による退去時修繕が実施されない物件の処理について 

 

      市営住宅の退去時には、退去者が自らの負担で行うべき修繕が定められてい

るが、現実には、無断退去等の事情により、退去修繕が行われないまま退去さ

れてしまうことがある。 

      そのような場合、退去修繕が未了のままでは次の募集がかけられないため、

結局、そのまま空室になっているとのことである。そして、そのような部屋は、

現在の指定管理者による指定管理に移行してから、往査時点までに 34 戸発生し

ていた。 

      このように、退去者が果たすべき義務の不履行により、次の募集がかけられ

ない部屋が発生し、それが増加していくという状況には、問題があると言わざ

るを得ない。 

      この点、所管課と指定管理者との間でも、退去修繕が履行されなかった場合

の修繕費用を、浜松市と指定管理者のいずれが負担すべきであるかについて、

整理がされていないように感じられた。募集・入居に先立つ空き家修繕は指定

管理者の負担（指定管理料に含む）とされていることからすれば、施工されな
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かった退去修繕も空家修繕のうちであり、指定管理者の負担という考え方もあ

り得よう。もっとも、退去修繕は入居者の負担であり、指定管理者が負担すべ

きものではないことからすれば、住宅使用料の滞納と同様に事業主体である市

が負担すべきと考えるのが自然とも言え、退去修繕に要する費用を指定管理者

の負担（指定管理料に含む）とすることは不合理だとも考えられる。 

      そこで、所管課においては、退去修繕未了のままの空室が発生し、かつ増加

している状況を踏まえ、これを解消するための方策を検討することが望ましい。 

 

    エ 浜松市営住宅管理システムへの入力について 

 

      浜松市では、市営住宅の管理を目的とする電算システムである「浜松市営住

宅管理システム」（名称「アットホーム」）を整備しており、各住居毎に、入居

者の情報のみならず、修繕の実施状況などを入力して記録することが可能であ

る。 

      ところが、現状では、各部屋の修繕の状況は、各入居者毎に作成される「入

居者カード」という紙ベースの文書に記録されるだけで、管理システムへの入

力はなされていない。したがって、退去等によって入居者が交替した場合には、

入居者カードも更新され、当該住居に関する過去の修繕履歴（修繕箇所、内容、

金額等）を確認することは困難になるとのことであった。 

      しかしながら、賃貸用住宅の維持・管理という観点に照らせば、各住居毎の

具体的な修繕履歴等のメンテナンスに関する情報は、入居者を基準にして管理

するのではなく、各住居を基準にして過去から将来に向けて継続的に管理する

ことが基本であると考えられる。例えば、過去の修繕履歴を参照することによ

って、将来の修繕の際に役立てることも考えられるところであろう。 

      そこで、各住居の修繕履歴等のメンテナンスに関する情報や、その他にも各

住居の性状に影響しうる情報（例えば、入居者が無断でペットを飼っていた等

の事情）があれば、それらを管理システムに入力することで、入居者の交替に

左右されることなく継続的に蓄積し、いつでも参照できるようにすることが望

ましい。 

 

    オ 優良なストックの入居率の向上について 

 

      イーステージ浜松団地は、平成 12年 3月に、都市基盤整備公団（現在は独立

行政法人都市再生機構・通称「ＵＲ都市機構」）が浜松市中区中央一丁目に建設

した高層マンションであるイーステージ浜松タワーの低層階（2～5 階）に位置

しており、立地条件に恵まれ、また、間取りや附属設備も大変に充実したもの

となっている。 

      同団地には、低所得者向けの公営住宅が 12 戸（2DK・約 54㎡／一般世帯向け
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が 4 戸、高齢者世帯向けが 8 戸）と、中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅が 20

戸（2DK・約 54 ㎡／4 戸、2LDK・約 60 ㎡／8 戸、3LDK・約 75 ㎡／8 戸）設置さ

れている。 

      そして、その月額賃料は、公営住宅で 28,800 円～56,500 円、特定公共賃貸住

宅で 74,300 円～89,900 円に設定されており、近隣相場と比較しても大変に低廉

である。また、特定公共賃貸住宅に入居できる収入条件は、政令月収（※）が

158,000 円～487,000 円の範囲に設定されているが、専業主婦の妻と子ども 2 人

を持つサラリーマン世帯であれば、計算上は、年間の給与支給総額が 900 万円

程度であっても入居が可能である。 

 

      ※ 政令月収は次のように計算される。なお、給与所得者は給与所得控除後

の所得金額を用いる。 

          世帯の総所得額－（本人を除く同居家族×38万円＋特別控除）  

                      12 

      このように、イーステージ浜松団地は、市営住宅の中でも特別に条件に恵ま

れており、また、民間の賃貸物件との比較においても非常に条件の優れた物件

だと一般には評価される。 

      しかしながら、本監査での往査の時点（平成 25 年 10 月 11 日）で、イーステ

ージ浜松団地内の特定公共賃貸住宅（全20戸）のうち4戸が空室となっていた。

このように、一般的には条件が優れた優良物件と評価されるべきであるにもか

かわらず空室率が高いという事態には問題がある。また、イーステージ浜松団

地の維持については、他の市営住宅とは異なり、区分所有物件であるが故の管

理費・積立金等のコストが発生するはずであり、空室状態であることによるロ

スは大きいと見るべきである。 

      そこで、指定管理者においては、とりわけイーステージ浜松団地のような優

良ストックについて、入居率の向上のための施策をさらに検討することが望ま

しい。 

      この点、イーステージ浜松タワー内に市営住宅が存在することについて、一

般市民への認知度が低いのではないかと考えられる。また、特定公共賃貸住宅

制度の周知が十分ではなく、例えば「市営住宅は低所得者層向け」というイメ

ージが先行して、有資格者からの応募に結びつかないという可能性も考えられ

る。これらの事情に配慮した募集のあり方の見直しなどを検討されたい。 

      なお、そもそも、このような優良なストックが市営住宅として必要なのかと

いう疑問もあり得るところである。沿革的には、ＵＲ都市機構がイーステージ

浜松タワーの分譲を開始した当時、低層階について販売見込が立たなかったた

め、浜松市が、実質的な支援として低層階を取得したという経緯がある。そし

て、その後に長く続いている不動産市況の低迷により、売却等による処理がで

きないまま現在に至っているとのことであった。このような経緯の是非はとも
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かくとして、管理経費の 小化のため、空室を改善する必要性は高いと考えら

れる。 

 
    カ 身体障害者補助犬の受け入れについて 

 

      身体障害者補助犬法は、地方自治体が管理する住宅に居住する身体障害者が、

当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを「拒んではならない」と

定めている（同法第 7 条第 3 項、第 1 項）。また、同法では、「やむを得ない理

由」がある場合に限っては、身体障害者補助犬の使用を拒むことを許容してい

るが、それは、身体障害者補助犬の使用により当該施設に著しい損害が発生し、

又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合などに限定

されている。すなわち、入居者が、適切に訓練された身体障害者補助犬を、適

切に飼育・管理する場合には、その使用を拒否する「やむを得ない理由」があ

るとは認めがたい。 
      したがって、市営住宅の入居者に対し、適切に訓練された身体障害者補助犬

の使用を拒否することは、同法違反に該当するおそれがある。 
      ところが、本監査における指定管理者及び所管課からのヒアリングでは、浜

松市の市営住宅においては、身体障害者補助犬の飼育について、他のペットと

同様に承認しないという見解が示された。 
      すなわち、盲導犬や介助犬の受入れ実績等に関する質問に対して、指定管理

者からは、「これまでに盲導犬や介助犬の受け入れ要請を受けたことはないが、

仮にそのような要請があった場合であっても、現状の対応としては、お断りす

るというのが原則だろう」との回答であった。また、同席していた所管課職員

からも、その回答についての訂正はなかった。 
      しかしながら、このような見解は、上記法令の趣旨に照らして不適切である

と言わざるを得ない。 
      幸いにして、これまで、身体障害者補助犬の使用の申出そのものがなかった

というので、現実に使用を拒否した事例は発生していない模様である。もっと

も、将来的に申出がなされた場合に備えて、身体障害者補助犬法の趣旨を踏ま

えた対応を早急に準備することが望ましい。 
      例えば、市営住宅の入居案内等で「ペット飼育不可」の表示をする際には「盲

導犬や介助犬は除く」旨を明記することが相当である。また、身体障害者補助

犬の飼育を承認する際の手続や、承認後に入居者が遵守すべき事項等に関する

ルールを、予め整備しておくことが望ましい。 
 

 

 

 



                                       

53 
 

（１２）古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 

    所管課   市民部スポーツ振興課 

    指定管理者 浜松グリーンウェーブ株式会社 

 

  ア  指摘事項  

 

    年度総括書の運営・維持管理に係る経理の収支状況の報告について 

 

      「浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する運営・維持管理契約」 

     添付約款 2 第 36 条運営・維持管理に関する業務に関する業務報告書に基づき、 

     浜松グリーンウェーブ株式会社は、年度総括書を浜松市に提出している。 

    ① 報告型式 

     浜松グリーンウェーブ株式会社の提出する「運営・維持管理に係る経理の収 

支の状況」は消費収支（損益）計算により記載している。しかし、他の報告書 

は、資金収支（キャッシュフロー）計算で報告している例が多い。 

 損益計算では、消費税抜の金額で記載されるが、資金収支計算では消費税込 

の金額で記載される。損益計算では、固定資産を取得した場合、耐用年数に基

づき分割して償却（減価償却費）されるが、資金収支計算では、購入時に一括

して購入額が支出計上される。このように損益計算と資金収支計算では相違す

る部分も少なくない。総論でも指摘したが、各指定管理者が共通で提出する事

業報告書の中に損益計算と資金収支計算が混在するのは明瞭性及び比較可能性

に欠けることになる。年度総括書の形式は損益計算・資金収支計算の内、どち

らで報告するのか浜松市と確認することが必要である。作成者の都合でそれが

出来ない場合は、年度総括書が損益計算・資金収支計算のどちらに基づき作成

しているかを明示すべきである。 

② 勘定科目 

収支状況の勘定科目の「社員人件費」には、浜松グリーンウェーブ株式会社

ではなく、業務委託先のセントラルスポーツ株式会社の労務費が計上されてい

る。「パート給料」も同様である。水道光熱費以下他の勘定科目も同様である。 

年度総括書の提出者は浜松グリーンウェーブ株式会社単独であり、セントラ

ルスポーツ株式会社は含まれない。その結果、収支報告は、「浜松市新清掃工場・

新水泳場整備運営事業に関する基本契約書」第 11条で求める浜松グリ－ンウェ

ーブ株式会社の公認会計士の監査証明書付決算書の勘定科目と大きく相違して

いる。浜松グリーンウェーブ株式会社が SPC であり、実際業務を行っていない

ためのやむを得ない措置とも言えるが、収支報告は契約先浜松グリーンウェー

ブ株式会社単独の勘定科目でいくのか（その場合はセントラルスポーツ株式会

社への支払は業務委託費となる。）、それとも浜松グリーンウェーブ株式会社と

セントラルスポーツ株式会社を実質１社と考えて、各会社の勘定科目の合算で
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計上するのか、浜松市と相談の上決定しておく必要がある。 

 

     ③ 指定管理者業務と自主事業（付帯事業）の区分 

       本施設の運営・維持管理契約では、次の事業を自主事業として規定してい

る。 

       提案プログラムによる収入 

       飲食・物販店舗収入 

      これらは、浜松グリーンウェーブ株式会社の裁量と責任において実施する

ものであり、浜松市が支払うサービス購入料には、自主事業部分は含まれな

い。現状の収支報告は指定管理者業務と自主事業の合算での報告となってお

り、指定管理者業務単独での収支の状況は報告されていない。指定管理者業

務の収支の状況を明確にするため、指定管理者業務と自主事業は区分して報

告すべきである。 

 

  イ  意  見  

 

    PFI 法は平成 11 年に成立したが、当時は指定管理者制度もなく、PFI 法自体が

新しい概念でできていたため、実務対応に苦慮した面は否めない。PFI 法自体も改

正を重ねており、公共施設等運営権のような新しい物権も創設されている。その

ため浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業の計画時点と現在では状況は大き

く変化している。 

        古橋廣之進記念浜松市総合水泳場は浜松市の唯一の PFI 事業のため、将来的に

浜松市が新たな PFI 事業を進める場合のことも考慮して、古橋廣之進記念浜松市

総合水泳場について、現時点で検証しておくことが必要と考える。 

 

  （ア）事業スキームの考え方について 

 

     浜松市は、本施設を、PFI（Private Finance Intiative）と考え、その前提

で手続を進めている。しかし、DBO（Design Build Operate）方式・サービス購

入型が PPP（Public Private Partnership）であることは間違いないが、狭義の

PFI に該当するかは疑問である。PFI の 大の特徴は民間資金の活用により、事

業者（民間）が自ら資金調達を行うところにある。PFI 法の正式名称は「民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」である。DBO 方式の

ような公設民営型までを PFI とみなすことにより、様々な影響が出てきている。 

 ①SPC 

PFI では、通常、事業団グループが SPC（Special Purpose Company）を設

立する。古橋廣之進記念浜松市総合水泳場でも浜松グリーンウェーブ株式会

社という SPC を設立している。SPC については、主たる設立目的はプロジェク
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トファイナンスに必要ということである。今回のような DBO 方式でサービス

購入型（＋独立採算型）では、民間事業者に資金調達が発生しないため、SPC

の存在理由はその他の方式に比較して乏しいといえる。PFI 法によっても、SPC

の設立は必須とまではされていない。一方で SPC を設立したことによるデメ

リットも無いと言えない。SPC 設立による影響を以下列記する。 

ⅰ SPC の販売費及び一般管理費 

 SPCである浜松グリーンウェーブ株式会社の平成19年度～平成24年度ま

で 6 年間の販売費及び一般管理費は次の表のとおりである。 

 

 上記表の内、平成 19 年度を除く 5年間の販売費及び一般管理費の合計は

157,178,824 円であり、1年当りの平均は 31,435,764 円である。平成 24年

度末の人員は取締役 5 名（内社外取締役 4名）、社外監査役 1名であり、役

員報酬は代表取締役のみに支払われている。給料諸手当は 5 年間で

3,422,940 円であり、1 年間平均では 684,588 円である。以上の分析から、

実際の業務をこなす能力は浜松グリーンウェーブ株式会社にはないと考え

られる。「浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する運営・維持管

理契約」添付約款 2 第 33条には、実際の業務に関しては、セントラルスポ

ーツ株式会社に委託、請負させるとなっている。浜松グリーンウェーブ株

式会社の販売費及び一般管理費の主要部分が実際の業務に関する費用では

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
役員報酬 1,774,828 11,328,234 10,794,000 10,962,000 10,539,000
法定福利費 13,602 599,664 1,284,582 1,357,039 1,341,660
退職金 180,000 1,106,667 1,173,333 866,667 220,000
給料諸手当 164,820 1,219,630 1,035,310 1,003,180
旅費交通費 1,225,205 1,602,216 2,974,034 2,517,716 2,052,921 1,489,150
賃借料 2,370,000 3,269,298 3,880,928 3,539,840 3,592,572 3,392,420
電力料 125,823 200,062 218,700 360,368 345,238 363,410
ガス・水道料 135,551 127,953 125,712
支払運賃 1,238 409,123 10,962 18,225 56,224 4,849
保険料 1,535,609 7,636,558 8,104,395 63,200 1,841,281
事務用消耗品費 7,783 838,566 440,667 455,202 403,979 321,719
通信費 192,204 350,139 312,299 330,525 325,632 282,565
図書費 14,423 31,143
交際費 955,914 1,982,603 3,032,294 2,974,655 2,188,243 1,068,405
複写印刷費 430,762 680,837 145,962 98,750 125,834 74,363
その他販管費 655,716 2,495,519 2,620,174 3,245,467 3,678,440 3,858,822
会費 2,000 20,000 35,000
福利厚生費 45,950 98,307 80,793 154,448
租税公課 2,913,118 847,071 1,102,305 1,087,050 113,664
修繕費 1,818,320 607,191 328,466 369,696 486,644
教育訓練費 299,333 17,100 4,190
電算機使用料 7,800 7,800 7,800 17,600 53,600
会議費 87,819 163,215 332,239
什器備品費 436,108 31,125 40,914 285,309 1,990
広告宣伝費 198,500 66,457
請負工事費 155,000 1,306,953 2,505,461 1,560,000 18,000
事業税 833,400
合計 6,543,515 22,506,082 39,040,655 39,271,580 28,911,747 27,448,760

ＳＰＣ販売及び管理費

（金額単位：円）
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なく、SPC 存続のための費用となっている可能性も否定できず、その分高コ

スト体質になっているおそれがある。 

ⅱ モニタリング費用 

「浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する運営・維持管理契

約」添付約款 2 第 20 条には、SPC に対するモニタリングの実施が定められ

ており、浜松市は、パシフィックコンサルタンツ株式会社静岡支店に平成

25 年度には委託報酬 2,992,500 円を支払うことになっている。モニタリン

グに関する費用も通常の指定者管理者制度で発生する事例は多くない。 

      ⅲ 浜松市の監督・管理体制 

「浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業における運営・維持管理委

託契約」は浜松市と浜松グリーンウェーブ株式会社（SPC）が締結している。

しかし、実際の業務はセントラルスポーツスポーツ株式会社が行っている。

浜松市が当事業に関する指導・監視をする場合には、浜松グリーンウェー

ブ株式会社を通して、セントラルスポーツ株式会社の業務を指導・監視す

ることになる。パシフィックコンサルタンツ株式会社による運営業務履行

状況確認の際にも、月１回の定例モニタリングには、浜松グリーンウェー

ブ株式会社の者は参加しているが、通常年 4 回実施される随時モニタリン

グには浜松グリーンウェーブ株式会社の者は出席せず、セントラルスポー

ツ株式会社の者が出席している。浜松グリーンウェーブ株式会社が介入す

ることにより、浜松市の監督・管理体制が煩雑・間接的になるおそれがあ

る。 

      ⅳ 自主事業（付帯事業） 

         浜松グリーンウェーブ株式会社は自主事業として、提案プログラム事業、     

飲食・物販事業を行っている。 

 自主事業を SPC が行うべきか、SPC 以外の第三者が行うべきか判断       

が難しい。SPC が本来事業以外の事業からの影響を避けるべきという考えに

立てば、SPC は本来事業に特化すべきであるし、事業の一括管理の側面を重

視すれば、SPC が行うべきである。今回の例では SPC である浜松グリーンウ

ェーブに自主事業を行うノウハウ・人的資産・担保能力が無いことも事実で

ある。自主事業については、セントラルスポーツ株式会社に直接委託するこ

とも選択肢と言える。 

②長期契約 

PFI は、施設整備・維持管理・運営を一括して委託することになるため、一

般の指定管理者制度と違い契約期間は長期となる。本施設の管理期間は平成

21年 2月 1日から平成36年 1月 31日の長期にわたっている。本施設の場合、

SPC が指定管理者も兼ねている。 

その間のサービス購入費の改定については、次のように定められている。 
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サービス購入料の改定は、物価変動によっている。民間の資金調達行為 

 を必要としない DBO 方式において通常の指定管理者制度よりも運営期間を

長期に設定し、サービス購入費を物価連動とし、固定費部分を大きくする

ことが民間の創意工夫・ノウハウを十分に活用する手段としてふさわしい

かは疑問が残る。運営期間が長期にわたる場合、需要変動リスク等の負担

について民間事業者側にも相応のリスクを負担させることができるように、

サービス購入料の変動費の比重をあげることができないか検討すべきであ

る。 

 

  （イ）VFM の考え方について 

 

     ①現在価値換算割引率 

      平成 17 年 2月 28 日付の「浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業を実 

     施する民間事業者の選定結果について（公表）」では、PFI における財政負担

低減効果を次の表のように記載している。 

n年度各支払期の水泳場運営サービス購入料（改定後）＝

n年度各支払期の水泳場運営サービス購入料（契約時）×（Ｐｎ/Ｐo)×Ｑ

n年度各支払期の水泳場修繕更新サービス購入料（改定後）＝

n年度各支払期の水泳場修繕更新サービス購入料（契約時）×（Ｐｎ/Ｐo)×Ｑ

※Ｐｎ：（n-2)年度9月～（ｎ-1）年度8月の総務省消費者物価指数静岡市・総合の値の単純平均

　 Ｐo：平成16年9月～平成17年8月の総務省消費者物価指数静岡市・総合の値の単純平均

　 Q　：消費税及び地方消費税の改定による補正率。Ｑ＝（1＋Ｃｏ）/（1＋Ｃｎ）

　 Ｃｎ：（n-2)年度9月～（ｎ-1）年度8月の消費税率と地方消費税率の合計の平均値

　 Co：平成16年9月～平成17年8月の消費税率と地方消費税率の合計の平均値

　 Pn及びＰｏについては、少数点第2位を四捨五入し、少数点第1位まで求めるものとする。

　 Ｐｎ/Ｐｏ及びＱｎｉついては、少数点第5位を四捨五入し、少数点第4位まで求めるものとする。

改定の方法

サービス購入料の改定方法

水泳場運営
サービス購
入料

修繕更新
サービス購
入料

水泳場運営サー
ビス購入料（固
定費）

水泳場修繕更新
サービス購入料

改定対
象

改定対
象
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     しかし、BTO 方式や BOT 方式・BOO 方式と違い、DBO 方式にこの概算が当ては

まるかは明確ではない。BTO 方式・BOT 方式・BOO 方式は、経済効果的には、施設

の割賦購入になっているため、既に建設した施設の建築費用を将来にわたって分

割して支払うことになる。この場合は割引率を用いて現在価値に換算すべきであ

るが、DBO は公設である。本施設についても、下記のように市債を発行している。 

     平成 17年度    47,000,000 円 

     平成 18年度  116,000,000 円 

     平成 19年度  879,000,000 円 

     平成 20年度 1,380,000,000 円 

     このように市債を発行し、市債利息を支払う場合にも割引率を使用して現在価

値に換算すべきか疑問である。PFI の活用を考える場合、現在換算価値への換算

がどのような場合に適用されるか確認することが望ましい。 

    ②コスト縮減効果 

        平成 15 年 3 月の「浜松市新清掃工場及び新水泳場建設事業における PFI 手法

導入可能性調査」において、PFI 導入におけるコスト縮減効果を次頁の表のよう

に試算している。 

 

 

 

 

①従来方式における浜松市財政支出（現在価値換算額）
308.3億円

　　②優先交渉権者の提案に基づき、事業者に支払う浜松市財政支出（実額ベース）
388.7億円

　　③ＰＦＩ事業の実施に伴う浜松市の財政支出（実額ベース）

　 　　※消費税,地方債償還金利,工事管理費用,アドバイザー費用及びモニタリング費用
　　④ＰＦＩ事業の実施に伴う浜松市の財政収入（実額ベース）

　　※補助金等,地方交付税交付金,市税収入,スラグ等有効利用収入及び売電収入
　　⑤ＰＦＩ方式における浜松市財政支出（②＋③－④）

　　（実額ベース）
⑥ＰＦＩ方式における浜松市財政支出

　　（現在価値換算額）

69.7億円

22.60%

※金額は百万円の位を四捨五入したもの。
※①については特定事業選定時のもの。
※現在価値換算に用いる割引率は4％。

財政負担（事業期間総額）の低減効果

ＰＦＩ方式の導入による財政支出の低減額（①－⑥）

40.4億円

80.0億円

349.1億円

238.6億円
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          これによれば、BTO 方式・BOT方式・DBO方式とも、PSC（Public Sector Comparator）

に比較して、施設建設費で 10％・補修点検費・諸経費で 20％の削減を見込んでい

る。PFI と PSC のコスト縮減率の定量化は非常に難しいと考えるが、この調査にお

いては、大手民間企業 50社に対するアンケートにより、コスト縮減率を算定して

いる。比較のためには、民間・公共のどちらの状況にも精通していることが必要

であり、利害関係が無いことも大切である。民間大手企業がそれに該当するかの

確証を得ることは出来なかった。PFI 導入を検討する場合の客観的コスト縮減率の

事業方式 BTO方式 BOT方式 DBO方式 公設公営 備考

事業形態 ―

施設建設費(億円） 81.0 81.0 81.0 90.0
民間企業のノウハウにより
建設費を１０％減

年間営業日数 300 300 300 280
清掃工場から送られる余熱
を考慮し営業日数を設定

建設期間 2年間 2年間 2年間 2年間

運営期間(委託期間） 15年間 15年間 15年間 15年間

水光熱費(億円/年） 1.60 1.60 1.60 1.68

清掃工場の稼働日数が多い
分､エネルギー提供量増
(その分､水光熱費減）

諸経費(億円/年） 1.92 1.92 1.92 2.40

民間企業のノウハウにより
諸経費(管理･清掃･点検費､
事務費等)を20％減

補修点検費(億円/年） 1.30 1.30 1.30 1.80
民間企業のノウハウにより
補修点検費を20％減

人件費(億円/年） 2.58 2.58 2.58 3.00
運転人員と単価より算出

　　　　　運転人員(名） 43 43 43 50
経験豊かな人材雇用により
人員を15％減

　　　　単価（万円/年・人） 600 600 600 600

運営費合計(億円/年） 7.40 7.40 7.40 8.88
水光熱費､諸経費､補修点検
費、人件費の合計

定期利用者(人） 2,500 2,500 2,500 2,000
民間企業のノウハウにより
25％増

不定期利用者(人） 6,000 6,000 6,000 4,800
民間企業のノウハウにより
25％増

定期利用収入
(円/月・人）

5,000 5,000 5,000 5,000

不定期利用者収入
(円/回・人）

500 500 500 500

一体整備による土木・建
設費の削減率

5% 5% 5% 5%
建設費(土建部分)より全方
式共通の割合で削減

サービス購入型

事業方式の経済性検討の前提条件
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算定方法をどのように考えるかは課題となる。 

 

   （ウ）リスク負担について 

 

     PFI 事業は長期にわたり、事業期間中には事業に影響を与える様々な事    

故・天災・人災・法令変更が生じる可能性が高い。 

     「浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業に関する運営・維持管理契約」添    

付約款 2 第 6 章危険の負担等が浜松市と SPC のリスク負担に課する取り決めとな

る。 

 そこでは、法令変更と不可抗力の場合について記載されている。不可抗力に関

する増加費用負担割合については、添付約款 2別表 2 において、「不可抗力により

生じた費用・損害については、各事業年度において 100 万円までを乙（SPC）の負

担とし、これを超える部分につては甲（浜松市）の負担とする。」となっている。 

 DBO 方式では、公共サイドでの施設保有・資金調達となるため、従来の PSC に比

較して公共側のリスクが大幅に民間に移転することは困難である。 

 不可抗力以外の、需要減少・技術革新等のリスク負担についても、浜松市と SPC

でどのように負担するのが望ましいかは難しい問題であるが、PSC の場合と大きな

差は無いと考えられる。 

 DBO 方式でサービス購入型（＋独立採算型）においても、公のリスク管理費を減

少させるためにどのような方法が可能なのか今後の検討課題である。 

 


