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財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果 報 告 

 

第１ 監査の対象 

   次のとおりである。 

１ 浜松ＩＴキッズプロジェクト推進会議(財政援助団体監査) 

  監査対象負担金  浜松ＩＴキッズプロジェクト推進会議負担金(平成25年度分)

  負担金の所管課  企画調整部 企画課 

２ 公益財団法人浜松市文化振興財団(財政援助団体監査) 

  監査対象負担金  第 18 回浜松吹奏楽大会開催事業負担金(平成 25 年度分) 

  負担金の所管課  市民部 文化政策課 

３ 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会(財政援助団体監査) 

  監査対象補助金  浜松市社会福祉協議会活動費補助金(平成 25年度分) 

  補助金の所管課  健康福祉部 福祉総務課 

４ 清流ルネッサンスⅡ佐鳴湖地域協議会(財政援助団体監査) 

  監査対象負担金  清流ルネッサンスⅡ佐鳴湖地域協議会負担金(平成25年度分)

  負担金の所管課  環境部 環境保全課 

５ 浜松市労働者福祉協議会(財政援助団体監査) 

  監査対象負担金  浜松市労福協まつり負担金(平成 25 年度分) 

  負担金の所管課  産業部 産業総務課 

６ 奥浜名湖観光協会(財政援助団体監査) 

  監査対象補助金  浜松市観光振興事業費補助金(平成 25年度分) 

  補助金の所管課  産業部 観光交流課 

７ 公益財団法人浜松観光コンベンションビューロー(財政援助団体監査) 

  監査対象負担金  浜松コンベンション誘致促進事業負担金(平成 25 年度分) 

  負担金の所管課  産業部 観光交流課 

８ 鳥居食品株式会社(財政援助団体監査) 

  監査対象補助金  浜松市未来を拓く農林漁業育成事業費補助金(平成25年度分)

  補助金の所管課  産業部 農林水産政策課 

９ 社会福祉法人たんぽぽ会(財政援助団体監査) 

  監査対象補助金  浜松市民間保育所入所児童処遇向上費補助金(平成25年度分)

  補助金の所管課  中区役所 社会福祉課 

10 社会福祉法人明生会(財政援助団体監査) 

  監査対象補助金  浜松市民間保育所事業費補助金(平成 25 年度分) 

  補助金の所管課  中区役所 社会福祉課 

11 雄踏町納涼祭実行委員会(財政援助団体監査) 

  監査対象負担金 第 42 回雄踏町納涼祭浜松市負担金(平成 25 年度分) 

  負担金の所管課 西区役所 まちづくり推進課 

12 公益財団法人浜松市文化振興財団(出資団体監査) 

  市の出資比率  93.5％ 

  団体の所管課  市民部 文化政策課 

13 公益財団法人浜松市文化振興財団(公の施設の指定管理者監査) 

  公の施設  浜松科学館 

  施設の所管課  市民部 生涯学習課 
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14 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ(公の施設の指定管理者監査) 

  公の施設  浜松市福祉交流センター 

  施設の所管課  健康福祉部 福祉総務課 

15 東海ビル管理グループ(公の施設の指定管理者監査) 

  公の施設  浜松市雄踏文化センター 

  施設の所管課  西区役所 まちづくり推進課 

 

第２ 監査の範囲 

１ 財政援助団体については、平成 25 年度に執行された本市からの負担金交付に係る出納

その他の事務について監査を実施した。 

また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。 

２ 出資団体については、平成 25 年度に執行された出納その他の事務について監査を実施

した。 

３ 公の施設の指定管理者については、主に平成 25 年度及び平成 26 年度に執行された出

納その他の事務について監査を実施した。 

また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。 

 

第３ 監査の期間 

平成 26年 10 月 3 日から平成 26年 12 月 16 日まで 

 

第４ 監査の方法 

監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務が適正に執行

されているかについて、団体ごとに設定した着眼点に基づき、関係書類を抽出により監査

するとともに、関係者から説明を聴取した。 

 

第５ 監査の結果等 

１ 浜松ＩＴキッズプロジェクト推進会議(財政援助団体監査) 

(1) 負担金の概要   

負担金名 浜松 IT キッズプロジェクト推進会議負担金(平成 25 年度分) 

交付団体の所在地 
浜松市中区板屋町 111 番地の 2 浜松アクトタワー21 階 

㈱アルモニコス内 

負担金の目的 

体験型・実践型の課外講座の開催を通じ、こどもの科学に対

する好奇心、探究心を高めるとともに、地域産業の発展に寄

与する優れた技術者を育てることを目的とする 

事業の内容 

ア 児童・生徒を対象とした課外 IT 講座の運営 

イ 児童・生徒を対象とした浜松市型 IT教育カリキュラムの

検討 

ウ その他上記の目的を達成するために必要なこと 

負担金額 6,000,000 円 

負担金交付の根拠 
浜松 IT キッズプロジェクト推進会議にて、収入に浜松市負担

金 6,000,000 円を含む平成 25 年度予算を承認 
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(2) 負担金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                          (単位 円) 

区  分 予算額 a 決算額 b 差額 b-a 

浜松市負担金 6,000,000 6,000,000 0 

受講料 681,000 655,000 △26,000 

雑収入 1,000 600 △400 

前年度繰越金 4,000 3,689 △311 

合  計 6,686,000
6,659,289

(Ａ)
△26,711 

イ 支出                             (単位 円) 

科  目 予算額 a 決算額 b 差額 a-b 

会場費 200,000 150,525 49,475 

人件費 2,120,000 2,255,018 △135,018 

備品等購入費 700,000 1,387,245 △687,245 

委託料 3,000,000 2,493,134 506,866 

保険料 60,000 33,000 27,000 

賃借料 100,000 0 100,000 

通信費 100,000 75,120 24,880 

消耗品費 100,000 0 100,000 

会議費 64,000 214,941 △150,941 

修繕費 88,000 0 88,000 

事務用品、手数料他 154,000 43,600 110,400 

合  計 6,686,000
6,652,583

(Ｂ) 33,417 

●決算額収支差額(Ａ－Ｂ)  6,706 円 

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

２ 公益財団法人浜松市文化振興財団(財政援助団体監査) 

(1) 負担金の概要   

負担金名 第 18 回浜松吹奏楽大会開催事業負担金(平成 25年度分) 

交付団体の所在地 浜松市中区板屋町 111 番地の 1 

負担金の目的 

全日本高等学校選抜吹奏楽大会、全日本中学生交流コンサー

トの 2 事業を開催することで、参加者がお互いの技術の向上

を図るとともに、参加者同士の親睦を深め、また、市民に吹

奏楽のすばらしさや楽しさに触れる機会を提供し、もって、

浜松市の音楽のまちづくりに貢献することを目的とする 

事業の内容 

ア 全日本高等学校選抜吹奏楽大会 

イ 全日本中学生交流コンサート 

ウ その他 プロムナードコンサート(キタラ)等 

負担金額 14,500,000 円 

負担金交付の根拠 
第 18 回浜松吹奏楽大会実行委員会にて、収入に浜松市負担金

14,500,000 円を含む平成 25 年度予算を承認 
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(2) 負担金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                             (単位 円) 

区  分 予算額 a 決算額 b 差額 b-a 

浜松市負担金 14,500,000 14,500,000 0

日本高等学校吹奏楽連盟負担金 100,000 100,000 0

公益財団法人浜松市文化振興財団負担金 850,000 1,183,529 333,529

入場料収入 7,866,000 8,083,600 217,600

イベント関連収入 2,041,000 1,897,055 △143,945

その他 200,000 1,303,000 1,103,000

合  計 25,557,000
27,067,184 

(Ａ) 1,510,184

イ 支出                              (単位 円) 

科  目 予算額 a 決算額 b 差額 a-b 

諸謝金 2,629,000 1,858,538 770,462 

旅費交通費 1,343,000 1,639,470 △296,470 

消耗品費 2,026,000 2,106,003 △80,003 

懇談会費 1,279,000 2,417,470 △1,138,470 

印刷製本費 1,358,000 1,260,000 98,000 

通信運搬費 149,000 122,340 26,660 

広告料 450,000 0 450,000 

手数料 597,000 308,189 288,811 

保険料 120,000 0 120,000 

委託料 6,165,000 5,489,269 675,731 

使用料 8,295,000 11,076,905 △2,781,905 

助成金支出 1,140,000 755,000 385,000 

租税公課 6,000 34,000 △28,000 

合  計 25,557,000
27,067,184

(Ｂ) △1,510,184 

●決算額収支差額(Ａ－Ｂ)    0 円 

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

３ 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会(財政援助団体監査) 

(1) 補助金の概要   

補助金名 浜松市社会福祉協議会活動費補助金(平成 25 年度分) 

交付団体の所在地 浜松市中区成子町 140 番地の 8 

補助金の目的 
浜松市社会福祉協議会活動の育成、援助等を行うことにより、

社会福祉の向上に寄与し地域福祉の推進を図る 

補助金交付対象 

ア 地域福祉活動促進事業 

イ 小地域福祉活動事業 

ウ ボランティアセンター事業 

エ 福祉サービス利用支援事業 

オ その他社会福祉の向上又は地域福祉の推進のために必要

な事業 
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補助金額 160,911,000 円 

補助率 1/2 以内 

 

(2) 補助金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                      (単位 円)  

区  分 予算額 決算額 

浜松市補助金 160,911,000 160,911,000 

自主財源 306,292,000 262,543,402 

合  計 467,203,000 423,454,402 

イ 支出                                 (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 補助金充当額 

地域福祉活動促進事業 120,389,000 105,031,859 46,911,000

小地域福祉活動事業 160,615,000 139,333,000 56,700,000

ボランティアセンター事業 58,033,000 53,895,489 26,100,000

福祉サービス利用支援事業 128,166,000 125,194,054 31,200,000

合  計 467,203,000 423,454,402 160,911,000

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管

課は、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言するとともに、団体にお

いては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。 

 

補助事業完了報告書について(所管課及び団体に対するもの) 

ア 補助事業完了報告書に添付された収支決算書は、事業費を円単位で報告すべきと

ころ、千円単位の金額で計上されており、補助対象経費が正確に報告されていない。 

イ 収支決算書は、事業ごとに各支出科目の金額を詳細に報告すべきところ、事業ご

との総額表記となっており、委託費、賃借料など支出の用途や性質を表した費目に

よる区分がされていない。 

 

４ 清流ルネッサンスⅡ佐鳴湖地域協議会(財政援助団体監査) 

(1) 負担金の概要   

負担金名 清流ルネッサンスⅡ佐鳴湖地域協議会負担金(平成 25 年度分)

交付団体の所在地 
浜松市中区中央一丁目 12 番 1 号 静岡県浜松土木事務所企画

検査課内 

負担金の目的 

水質汚濁が課題となっていた佐鳴湖で、清流ルネッサンスⅡ

佐鳴湖水環境改善緊急行動計画の目標値ＣＯＤ8.0mg/ℓ未満等

を目標に、水質の改善傾向の安定化と魅力的な水辺空間の創

出を目指す 

事業の内容 

ア 行動計画に関わる調査・検討(県・市が実施すべきものを

除く) 

イ 環境美化対策事業 

ウ 市民活動サポート事業 

エ 市民との情報交換 
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オ 啓発活動 

カ 協議会の運営 

キ その他、協議会の目的の達成に必要となる事業 

負担金額 7,000,000 円 

負担金交付の根拠 
清流ルネッサンスⅡ佐鳴湖地域協議会にて、収入に浜松市負

担金 7,000,000 円を含む平成 25 年度予算を承認 

 

(2) 負担金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                                (単位 円) 

区  分 予算額 a 決算額 b 差額 b-a 

静岡県負担金 7,000,000 7,000,000 0

浜松市負担金 7,000,000 7,000,000 0

前年度繰越金 3,407,829 3,407,829 0

合  計 17,407,829
17,407,829 

(Ａ) 0

イ 支出                                (単位 円) 

科  目 予算額 a 決算額 b 差額 a-b 

行動計画に関する調査・検討委託料  

50 地点モニタリング調査委託 1,000,000 1,029,525 △29,525

新指標水質調査委託 3,500,000 3,400,864 99,136

環境美化対策事業  

工事請負費 2,500,000 2,751,065 △251,065

活動諸費 30,000 21,845 8,155

市民活動サポート事業費  

助成金 300,000 218,780 81,220

啓発活動  

印刷費 300,000 0 300,000

委託料 1,300,000 1,502,040 △202,040

協議会の運営  

報酬 300,000 212,462 87,538

消耗品、備品購入費 30,000 34,755 △4,755

会議費 20,000 0 20,000

ホームページ維持管理費 50,000 43,890 6,110

雑費 100,000 140,950 △40,950

委託料（次期計画） 7,800,000 (4,305,000) 7,800,000

その他 177,829 0 177,829

合  計 17,407,829
9,356,176 

(Ｂ) 8,051,653

●決算額収支差額(Ａ－Ｂ)  8,051,653 円 

    ※上記支出の部の「協議会の運営 委託料決算額 4,305,000 円」については、平成

26 年度繰越事業として 26 年度に支出予定。 

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 
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５ 浜松市労働者福祉協議会(財政援助団体監査) 

(1) 負担金の概要   

負担金名 浜松市労福協まつり負担金(平成 25 年度分) 

交付団体の所在地 浜松市東区上西町 1270 番地 

負担金の目的 
市民や家族とのふれあい、そして勤労者の連帯を目的に家族

連れで 1日をゆっくりと楽しむ、市民全体のイベントを実施 

事業の内容 

ア 開 催 日  平成 25 年 10 月 20 日(日) 

イ 場   所  浜名湖ガーデンパーク 

ウ 内   容  キャラクターショー、チャリティバザー、 

その他イベント 

エ 入場者数   約 8,000 人 

負担金額 3,600,000 円 

負担金交付の根拠 
浜松市労働者福祉協議会総会にて、収入に浜松市負担金

3,600,000 円を含む第 28 回労福協まつり会計予算を承認 

 

(2) 負担金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                   (単位 円) 

区  分 予算額 a 決算額 b 差額 b-a 

浜松市負担金 3,600,000 3,600,000 0

出店参加費 550,000 611,300 61,300

売上金、雑収入 1,070,000 465,350 △604,650

繰入金 3,600,000 4,137,063 537,063

合  計 8,820,000
8,813,713

(Ａ) △6,287

イ 支出                        (単位 円) 

科  目 予算額 a 決算額 b 差額 a-b 

会場設営費 5,000,000 5,565,735 △565,735

芸能関係費 1,100,000 1,173,500 △73,500

イベント費 1,420,000 880,600 539,400

会場使用料 360,000 358,095 1,905

事務局費 940,000 835,783 104,217

合  計 8,820,000
8,813,713

(Ｂ) 6,287

●決算額収支差額(Ａ－Ｂ)    0 円 

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

６ 奥浜名湖観光協会(財政援助団体監査) 

(1) 補助金の概要   

補助金名 浜松市観光振興事業費補助金(平成 25 年度分) 

交付団体の所在地 浜松市北区細江町気賀 429 番地の 1 

補助金の目的 市内各地域における観光事業の振興とその円滑な推進を図る

補助金交付対象 
ア 誘致宣伝事業 

イ 観光資源の調査研究及び保全事業 
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補助金額 4,200,000 円 

補助率 1/2 上限額 5,000,000 円 

 

(2) 補助金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                         (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 

浜松市補助金 4,200,000 4,200,000 

年会費 3,400,000 3,674,258 

事業収入 2,676,007 2,954,084 

受託料(ツーリズムセンター) 1,800,000 1,800,000 

受託料(企業支援型) 0 2,747,778 

受託料事業収入 0 328,000 

雑収入 0 229 

前年度繰越金 123,993 123,993 

合  計 12,200,000 15,828,342 

イ 支出                               (単位 円) 

科  目 予算額 決算額 補助金充当額

誘客宣伝事業費 6,200,000 6,535,753 

調査研究及び保全事業費 2,200,000 1,984,948 
4,200,000

補助対象外事業費 200,000 606,000 

受託事業業務費(ツーリズムセンター) 1,800,000 1,800,000 

受託事業業務費(企業支援) 0 1,657,867 

運営事業費 700,000 884,985 

人件費 1,100,000 2,283,780 

0

合  計 12,200,000 15,753,333 4,200,000

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

 

７ 公益財団法人浜松観光コンベンションビューロー(財政援助団体監査) 

(1) 負担金の概要   

負担金名 浜松コンベンション誘致促進事業負担金(平成 25年度分) 

交付団体の所在地 浜松市中区鍛冶町 100 番地の 1 ザザシティ浜松中央館 5階 

負担金の目的 

浜松コンベンション開催助成金制度を設け、効果的な誘致を

行うことで、コンベンションの開催による本地域の交流人口

拡大及び経済活性化を図るため 

事業の内容 

浜松コンベンション開催助成金制度の対象となる下記への負

担 

ア 宿泊助成金 

イ アトラクション助成金 

ウ 国際会議助成金 

エ その他コンベンション誘致促進にかかる事業 

負担金額 13,000,000 円 
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負担金交付の根拠 
浜松観光コンベンションビューロー理事会にて、収入に浜松

市負担金 13,000,000 円を含む平成 25 年度予算を承認 

(2) 負担金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                             (単位 円) 

区  分 予算額 a 決算額 b 差額 b-a 

浜松市負担金 13,000,000 13,000,000 0

コンベンションビューロー負担金 2,000,000 2,024,511 24,511

合  計 15,000,000
15,024,511 

(Ａ) 24,511

イ 支出                                    (単位 円) 

科  目 予算額 a 決算額 b 差額 a-b 

コンベンション開催助成金 11,212,500 10,328,026 884,474

振込手数料 0 16,485 △16,485

資料作成 2,000,000 2,000,000 0

首都圏等への誘致活動 1,787,500 0 1,787,500

助成金準備資産繰入 0 2,680,000 △2,680,000

合  計 15,000,000
15,024,511 

(Ｂ) △24,511

●決算額収支差額(Ａ－Ｂ)    0 円 

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

(4) 財政援助団体監査の結果に基づく意見について 

    地方自治法第 199 条第 10 項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意

見を次のとおり提出する。 

 

浜松コンベンション誘致促進事業において、公益財団法人浜松観光コンベンショ

ンビューローがその基本となる浜松コンベンション開催助成金制度の制定及び一連

の事務処理を担っており、共同で実施する負担金事業の形態がとられていない。 

また、負担金の取扱いについて市としてのルールがないため、平成 25 年度決算に

おいて、負担金の約 2 割に相当する 268 万円が助成金準備資産繰入として次年度以

降の財源に充てられている。 

本事業の実施状況を踏まえると、事業実施について負担金方式で継続するのか、

又は補助金方式にするのか、いずれが適切であるかを含めた、この事業のあり方を

改めて検討すべきである。その上で負担金方式として継続する場合にはその取扱い

に関する明確なルール作りについて検討されたい。 

 

８ 鳥居食品株式会社(財政援助団体監査) 

(1) 補助金の概要   

補助金名 浜松市未来を拓く農林漁業育成事業費補助金(平成 25 年度分)

交付団体の所在地 浜松市中区相生町 20 番地の 8 

補助金の目的 

農林漁業の付加価値の向上や新たな価値の創出、新規販路の

開拓を図ることで、農林漁業、食品関連業を活性化し、次世

代へつなげることを目的とする 
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補助金交付対象 

ア 食と農林漁業の新たな事業創出・育成事業 

 浜松市の豊かな地域資源(農林水産物、伝統食、バイオマス、

農山漁村の景観等)を活用した新商品の開発、新サービスの

提供 

イ 元気な農林水産業活動事業 

補助金額 8,121,000 円 

補助率 1/2 以内 

 

(2) 補助金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                     (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 

浜松市補助金 8,121,000 8,121,000 

自主財源 8,122,391 8,121,566 

合  計 16,243,391 16,242,566 

イ 支出                                 (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 補助金充当額 

施設設備の設置、購入 15,557,075 15,557,075 7,778,537

原材料購入費 192,622 191,797 95,898

外注費 51,494 51,494 25,747

専門家の派遣経費 155,000 155,000 77,500

委託に要する経費 14,700 14,700 7,068

販路開拓に要する経費 272,500 272,500 136,250

合  計 16,243,391 16,242,566 8,121,000

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

９ 社会福祉法人たんぽぽ会(財政援助団体監査) 

(1) 補助金の概要   

補助金名 浜松市民間保育所入所児童処遇向上費補助金(平成 25 年度分)

交付団体の所在地 浜松市中区上島二丁目 13 番 35 号 

補助金の目的 
民間保育所の職員及び児童の処遇改善並びに保育所の環境の

整備を図り、もって児童福祉の増進に資するため 

補助金交付対象 

ア 低年齢児保育費 

イ 予備保育士雇上費 

ウ 産休等代替職員雇上費 

エ 保育所運営費 

補助金額 13,128,800 円 

 

(2) 補助金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                  (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 

浜松市補助金 13,128,800 13,128,800

合  計 13,128,800 13,128,800
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イ 支出                              (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 補助金充当額 

職員俸給 8,900,000 8,900,000 8,900,000 

職員諸手当 2,900,000 2,900,000 2,900,000 

法定福利費 1,097,600 1,097,600 1,097,600 

職員研修費 131,200 131,200 131,200 

健康管理費 100,000 100,000 100,000 

合  計 13,128,800 13,128,800 13,128,800 

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

10 社会福祉法人明生会(財政援助団体監査) 

(1) 補助金の概要   

補助金名 浜松市民間保育所事業費補助金(平成 25年度分) 

交付団体の所在地 浜松市中区領家三丁目 23 番 13 号 

補助金の目的 
民間保育所において、多様化する保護者の需要に対応し、保

育の充実を図り、もって児童福祉の増進に資するため 

補助金交付対象 

ア 一時預かり事業費 

イ 一時保育事業費 

ウ 障害児保育費 

エ 食物アレルギー児調理業務費 

オ 外国人児童保育事業費 

カ 地域活動事業費 

キ 延長保育促進事業費 

ク 休日保育事業費 

補助金額 13,401,680 円 

 

(2) 補助金事業にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入                          (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 

浜松市補助金 13,401,680 13,401,680 

保育所運営費 0 3,590,438 

利用料 2,970,850 2,970,850 

合  計 16,372,530 19,962,968 

イ 支出                                   (単位 円) 

区  分 予算額 決算額 補助金充当額 

一時預かり事業費 5,836,900 6,278,022 3,621,000

障害児保育費 2,221,680 3,344,514 2,221,680

食物アレルギー児調理業務費 261,000 829,268 261,000

外国人児童保育事業費 60,000 69,880 60,000

地域活動事業費 1,350,000 2,172,842 1,350,000

延長保育促進事業費 6,642,950 7,268,442 5,888,000

合  計 16,372,530 19,962,968 13,401,680
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(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

11 雄踏町納涼祭実行委員会(財政援助団体監査) 

(1) 負担金の概要   

負担金名 第 42 回雄踏町納涼祭浜松市負担金(平成 25 年度分) 

交付団体の所在地 浜松市西区雄踏町宇布見 5427 番地 

負担金の目的 
雄踏地域の相互親睦を図り、｢住民憩いの広場｣として明るい

家庭、住みよい地域づくりの実現の一助とする 

事業の内容 

ア 踊り(雄踏音頭等) 

イ お楽しみ抽選会 

ウ 打上げ花火 

負担金額 3,625,000 円 

負担金交付の根拠 
第 42 回雄踏町納涼祭実行委員会において、収入に浜松市負担

金 3,625,000 円を含む平成 25 年度予算を承認 

 

(2) 負担金にかかる収支決算(平成 25 年度) 

ア 収入の部                          (単位 円) 

区  分 予算額 a 決算額 b 差額 b-a 

浜松市負担金 3,625,000 3,625,000 0 

事業所協力金 1,145,990 1,052,372 △93,618 

前年度繰越金 185,215 185,215 0 

雑入 48,000 36,053 △11,947 

合  計 5,004,205
4,898,640

(Ａ) △105,565 

イ 支出の部                        (単位 円) 

区  分 予算額 a 決算額 b 差額 a-b 

会議費 80,000 73,400 6,600 

事業費  

 謝礼 29,000 23,250 5,750 

 消耗品、印刷費 289,000 263,280 25,720 

 抽選会(景品)費 149,000 138,800 10,200 

 食糧費 69,000 59,515 9,485 

 保険料 33,800 32,670 1,130 

 手数料 15,000 14,280 720 

 委託料 2,913,000 2,912,625 375 

 会場設営費 950,000 950,000 0 

借上料 462,400 422,920 39,480 

雑費 12,000 7,900 4,100 

予備費 2,005 0 2,005 

合  計 5,004,205
4,898,640

(Ｂ) 105,565 

●決算額収支差額(Ａ－Ｂ)    0 円 
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(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

12 公益財団法人浜松市文化振興財団(出資団体監査) 

(1) 団体の概要 

設  立 平成 5年 7月 21 日 

設立目的 

優れた芸術及び文化の提供、交流、創造及び発信を行うこと並

びに市民・地域の芸術文化の支援を通して市民文化の向上及び

地域社会の活性化に資することを目的としている 

事務所の所在地 浜松市中区板屋町 111 番地の 1 

組  織 

(平成26年3月31

日現在) 

ア 役員等  22人(理事長1人、副理事長1人、常務理事1人、 

理事6人、評議員11人、監事2人) 

イ 職 員 114人 

主な事業 

ア 芸術文化事業の企画、運営及び提供に関すること 

イ 芸術文化活動の支援及び交流の促進に関すること 

ウ 文化振興を担う人材の育成に関すること 

エ 芸術文化に関する調査研究及び情報提供に関すること 

オ 地域社会の活性化に資する事業の実施に関すること 

カ 浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力に関すること 

キ 公の施設の管理運営に関すること 

ク 埋蔵文化財の発掘及び調査に関すること 

ケ その他目的を達成するために必要な事業 

市との関係 
市は公益財団法人浜松市文化振興財団に対し 2,000,000,000 円

を出えん(出資比率 93.5％)している 

 

(2) 経営状況 

ア 貸借対照表 

平成 26年 3 月 31 日現在 

                              (単位 千円) 

科   目 金 額 科   目 金 額 

資産の部 負債の部 

 流動資産 641,993  流動負債 406,958

 固定資産  固定負債 155,980

  基本財産 2,139,816 負 債 合 計 562,939

  特定資産 785,786 正味財産の部 

  その他固定資産 24,207 指定正味財産 183,144

 一般正味財産 2,845,722

  (うち基本財産への充当額) (2,139,816)

 正味財産合計 3,028,866

資 産 合 計 3,591,805 負債及び正味財産合計 3,591,805

   ※ 表中に用いた金額は、原則として千円未満を切り捨てて表示した。したがって、

合計と内訳の計が一致しない場合がある。(以下同じ) 

 

 



 - 14 -

イ 正味財産増減計算書 

平成 25年 4 月 1日から平成 26年 3 月 31 日まで 

                                             (単位 千円) 

科   目 金 額 

一般正味財産増減の部 

 経常増減の部 

  経常収益 2,657,819

  経常費用 2,640,043

当期経常増減額 17,776

 経常外増減の部 

  経常外収益 0

  経常外費用 5,250

   当期経常外増減額 △5,250

 税引前当期一般正味財産増減額 12,526

 法人税、住民税及び事業税 71

 当期一般正味財産増減額 12,455

 一般正味財産期首残高 2,833,266

 一般正味財産期末残高 2,845,722

指定正味財産増減の部 

 指定正味財産期首残高 214,144

 指定正味財産期末残高 183,144

正味財産期末残高 3,028,866

 

(3) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

 

13 公益財団法人浜松市文化振興財団(公の施設の指定管理者監査) 

(1) 指定管理者の所在地  

 浜松市中区板屋町 111 番地の 1 

 

(2) 指定管理業務の概要   

施設名 浜松科学館 

所在地 浜松市中区北寺島町 256 番地の 3 

施設の概要 

ア 開設日 昭和 61年 5 月 1 日 

イ 概 要 

鉄骨鉄筋コンクリート造 4 階建  延床面積 6,891.95 ㎡ 

敷地面積  9,911.47 ㎡ 

内訳：サイエンスパーク 3,020 ㎡、自然観察園 1,742 ㎡ 

ウ 開館時間及び休館日 

・開館時間 午前 9時 30 分から午後 5時 

(7 月 20 日から 8月 31 日は午後 6時まで) 

      ※ホール及び講座室は午後 9時 30 分まで 

・休館日  月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日

に当たるときは、その翌日) 
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      国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 

12 月 29 日から 1月 3日 

指定期間 平成 23年 4 月 1日から平成 28年 3 月 31 日まで 

指定管理料 158,856,000 円(平成 25年度) 

利用料金制 導入済 

指定管理者の 

主な業務 

ア 科学に関する資料を備え、展示すること 

イ プラネタリウムその他の装置による投影を行うこと 

ウ 科学に関する講座、講演会等を開催すること 

エ 科学に関する資料の作成及び頒布を行うこと 

オ 施設の運営に必要な学校その他の機関との連絡調整を行うこ

と 

カ 施設の提供を行うこと 

キ 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 

ク 科学館の利用の許可に関する業務 

ケ 科学館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

コ 前各号に定めるもののほか、科学館の管理に関して市長が必

要があると認める業務 

 

(3) 指定管理に関する収支決算(平成 25年度)  

                                 (単位 円) 

収入科目 金額 支出科目 金額 

指定管理料 158,856,000 人件費 88,217,809

利用料金収入 56,611,900 会議費 2,112

事業収入 1,202,040 旅費交通費 845,340

その他 693,600 通信運搬費 1,676,508

消耗品費 10,669,170

修繕費 16,359,959

印刷製本費 3,192,265

燃料費 59,842

光熱水費 25,061,237

使用料及び賃借料 7,927,067

保険料 910,680

諸謝金 839,860

租税公課 4,137,835

負担金 14,248,430

委託費 38,307,680

手数料 158,104

広告料 4,505,050

 

雑支出 3,500

合計(Ａ) 217,363,540 合計(Ｂ) 217,122,448

   ●収支差額(Ａ－Ｂ)    241,092 円 

 

(4) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 
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14 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ(公の施設の指定管理者監査) 

(1) 指定管理者の所在地  

浜松市中区成子町 140 番地の 8 

 

(2) 指定管理業務の概要   

施設名 浜松市福祉交流センター 

所在地 浜松市中区成子町 140 番地の 8 

施設の概要 

ア 開設日 昭和 59年 4 月 21 日 

イ 概 要 

鉄骨鉄筋コンクリート造 5階建地下 1階 

・ホール 定員 600 席(車いす席利用時は 584 席) 

・楽屋(大・中・小)、会議室、大広間、講習室等 

ウ 開館時間及び休館日 

・開館時間 午前 9時から午後 9時 30 分 

・休館日  火曜日及び 12 月 29 日から 1月 3日 

指定期間 平成 24年 4 月 1日から平成 27年 3 月 31 日まで 

指定管理料 53,310,000 円(平成 25年度) 

利用料金制 導入済 

指定管理者の 

主な業務 

ア 施設の利用受付及び利用許可に関する業務 

イ 施設の利用に係る利用料金の徴収に関する業務 

ウ 施設及び設備等の維持保全に関する業務 

エ オルガン設備を利用した事業への協力に関する業務 

オ 駐車場の管理に関する業務 

カ 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務 

キ 前各号に掲げるもののほか、浜松市が必要と認める事項 

 

(3) 指定管理に関する収支決算(平成 25年度)  

                                 (単位 円) 

収入科目 金額 支出科目 金額 

指定管理料 53,310,000 報酬 24,000 

利用料金収入 44,475,310 事務費 23,334,024 

事業収入 1,388,200 需用費 25,867,503 

雑収入 137,188 役務費 945,165 

使用料及び賃借料 945,420 

負担金 41,784,174 

事業費 2,797,146 

公課費 1,267,271 

 

雑費 353,000 

合計(Ａ) 99,310,698 合計(Ｂ) 97,317,703 

   ●収支差額(Ａ－Ｂ)  1,992,995 円    ※自主事業を除く。 

 

(4) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管
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課は、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言するとともに、団体にお

いては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。 

 

ア 自主事業の承諾について(所管課に対するもの) 

指定管理者は、自主事業について事業計画書の提出をしているが、市は承諾の手

続きを行っていない。 

イ 事業報告日について(所管課に対するもの) 

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 条において、地方自治

法第 244 条の 2 第 11 項の規定により年度途中に指定取消の場合、取消日から 30 日

以内に報告書を提出することと規定されている。これに対し、基本協定書第 26 条第

2項では 45 日以内と規定されている。 

 

15 東海ビル管理グループ(公の施設の指定管理者監査) 

(1) 指定管理者の所在地  

浜松市東区和田町 708 番地の 1 

 

(2) 指定管理業務の概要 

施設名 浜松市雄踏文化センター 

所在地 浜松市西区雄踏町宇布見 5427 番地 

施設の概要 

ア 開設日 平成 2年 1月 14 日 

イ 概 要 敷地面積 12,345.40 ㎡ 

            建築面積 4,076.22 ㎡(本棟・付属棟) 

ウ 開館時間及び休館日 

・開館時間 午前 9時から午後 9時 30 分 

・休 館 日 12 月 29 日から 1月 3日 

指定期間 平成 23年 4 月 1日から平成 28年 3 月 31 日まで 

指定管理料 33,124,000 円(平成 25年度) 

利用料金制 導入済 

指定管理者の 

主な業務 

ア 管理施設の使用許可に関する業務 

イ 管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

ウ 管理施設等の維持管理に関する業務 

 

(3) 指定管理等に関する収支決算(平成 25 年度)  

                                 (単位 円) 

収入科目 金額 支出科目 金額 

指定管理料 33,124,000 管理費 

利用料金収入 13,832,370 人件費 20,426,793

付帯設備収入 3,704,960 人件費以外 

雑入 1,518,215 消耗品費 1,383,085

 燃料費 13,128

 水道光熱費 14,991,130

 修繕費 58,841

 印刷製本費 15,350

 通信費 277,354
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 宣伝広告費 30,450 

 手数料 24,171 

 委託費 12,549,775 

 賃借料 622,642 

保険料 364,916 

諸経費・雑費 1,375,491  

指定管理料の精算 20,000 

合計(Ａ) 52,179,545 合計(Ｂ) 52,153,126 

●収支差額(Ａ－Ｂ)  26,419 円    ※自主事業を除く。 

 

(4) 監査の結果 

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。 

なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管

課は、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言するとともに、団体にお

いては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。 

 

ア 基本協定書へ記載すべき管理物件について(所管課に対するもの) 

浜松市雄踏文化センターでは、グランドピアノを大ホールで 2台、多目的ホール

で 1台、イベントホールで 1台、計 4台を保有している。このうち、大ホールの 2

台のうちの1台及び多目的ホールの1台は市の備品として登録されておらず、また、

浜松市雄踏文化センターの管理に関する基本協定書で定めている管理物件となって

いない。 

イ 使用許可の審査基準並びに行政指導及び届出に関する手続きについて(団体に対す

るもの) 

浜松市雄踏文化センターの管理に関する基本協定書第 10 条に規定している、セン

ターに係る施設の使用許可の審査基準並びに行政指導及び届出に関する手続きが定

められていない。 

ウ 第三者委託の承諾に係る事務について(所管課に対するもの) 

浜松市雄踏文化センター指定管理者仕様書に定められた施設管理業務のうち、平

成 26 年度警備業務ほか 15 業務(下表のとおり)について、指定管理者から再委託業

務承認願を受理しているが、書面による承諾を行っていない。 

警備業務 貯水槽清掃 電気保安業務 エレベーター保守

ゴミ回収業務 消防設備点検 舞台吊物 舞台音響 

舞台照明 電話保守 空調設備 自動制御機器 

煤煙測定 ピアノ保守 自動ドア 非常用発電機保守

エ 他団体が所有する備品の保管について(所管課に対するもの) 

雄踏町内で活動する諸団体(下表のとおり)が所有する備品等を敷地内及び館内の

倉庫で保管させているが、行政財産の使用許可に関する手続きがされていない。 

1 雄踏地区自治会連合会 

2 雄踏地区社会福祉協議会 

3 日本赤十字社浜松市地区本部西区地区(旧雄踏地区分) 

4 ＜少女和太鼓＞魁鼓／KAIKO・500 
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