
平成25年度包括外部監査指摘事項等に係る対応

平成30年11月

浜    松    市

（公の施設の管理運営について）



内　　　　　　容 件数

法令等に違反し、又は不当と認められるため、是正を求め
ること又は３Ｅ(経済性・効率性・有効性)の視点から、改
善を求めること。

29

「指摘」には当たらないが将来的に改善を検討することが
望ましいもの、又は包括外部監査人としての提言を述べる
もの

41

内　　　　　　容 件数

◎ 措置済
指摘事項に対して、措置を講じたもの又は一部について措
置を講じたもの

29

― 非措置

指摘事項に対して、法令の趣旨等から措置できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど措置しな
いもの又は外部状況等により措置する必要がなくなったも
の

0

○ 対応済
意見事項に対して、対応したもの又は一部について対応を
したもの

31

― 非対応

意見事項に対して、法令の趣旨等から対応できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど対応しな
いもの又は外部状況等により対応する必要がなくなったも
の

10

空欄 措置対応中
指摘又は意見事項に対して、措置又は対応を継続している
もの又は今後行う予定のもの

0

         措置欄（平成30年6月末現在）

区分

監査結果

区分

指摘

意見



第４　監査の結果（総論）

１　指定管理者

1 指摘 (１) 事業報告書中の収支状況の報告のあり方 50 資産経営課 ◎ Ｈ26

2 指摘 (２) 自主事業の収支状況の報告 52 資産経営課 ◎ Ｈ26

3 意見 (１) 事後評価等の指定管理者へのフィードバック 54 資産経営課 ○ Ｈ26

4 意見 (２) インセンティブ等 54 資産経営課 ○ Ｈ27

5 意見 (３) 指定管理者の労働条件 55 資産経営課 ○ Ｈ26

第５　 抽出した個別施設

１　浜松市地域情報センター

6 指摘 (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

60 情報政策課 ◎ Ｈ26

7 指摘 (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

60 情報政策課 ◎ Ｈ26

8 意見 (ア) 条例に定められた事業の実施状況 61 情報政策課 ○ Ｈ29

9 意見 (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

62 情報政策課 ○ Ｈ29

10 意見 (ウ) 利用率の向上策 63 情報政策課 ○ Ｈ29

２　アクトシティ浜松

11 指摘 (ア) 指定事業の収支報告 79 文化政策課 ◎ Ｈ26

12 指摘 (イ) 自主事業の収支報告 80 文化政策課 ◎ Ｈ26

13 指摘 (ウ) 共催事業としての収支決算書 80 文化政策課 ◎ Ｈ26

14 指摘 (エ) 事業計画書の記載誤り 81 文化政策課 ◎ Ｈ26

15 指摘 (オ) 事業繰入金の計上 81 文化政策課 ◎ Ｈ26

16 指摘 (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

82 文化政策課 ◎ Ｈ26

17 指摘 (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

82 文化政策課 ◎ Ｈ26

18 意見 (ア) 設置目的 90 文化政策課 ○ Ｈ28

19 意見 (イ) 指定管理者の選定が非公募であること 91 文化政策課 ― Ｈ27

20 意見 (ウ) リスク分担 92 文化政策課 ○ Ｈ27

21 意見 (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

93 文化政策課 ○ Ｈ28

22 意見 (オ) 事業報告書における収支報告の委託費 94 文化政策課 ○ Ｈ27

監査項目 区分
措置等
決定年度

№
報告書
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監査
結果

主管課



監査項目 区分
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

主管課

23 意見 (カ) 事業繰入金を予算額で計上すること 94 文化政策課 ― Ｈ27

24 意見 (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

95 文化政策課 ― Ｈ28

25 意見 (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

96 文化政策課 ○ Ｈ28

26 意見 (ケ)
屋外施設（屋上公園及びサンクンプラザ）の
利用

97 文化政策課 ○ Ｈ28

27 意見 (コ) パイプオルガンコンサート開催事業 98 文化政策課 ○ Ｈ27

28 意見 (サ) 指定管理期間 98 文化政策課 ○ Ｈ27

３　浜松市楽器博物館

29 指摘 (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

108 文化政策課 ◎ Ｈ26

30 指摘 (イ) 指定事業と自主事業の区分 108 文化政策課 ◎ Ｈ26

31 指摘 (ウ) 事業報告書の記載事項としての自主事業 109 文化政策課 ◎ Ｈ26

32 指摘 (エ) 収支報告の様式 110 文化政策課 ◎ Ｈ26

33 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

110 文化政策課 ― Ｈ27

４　浜松アリーナ

34 指摘 (ア) 指定管理料の積算 127 スポーツ振興課 ◎ Ｈ26

35 指摘 (イ) 収支決算報告 127 スポーツ振興課 ◎ Ｈ26

36 指摘 (ウ) 基本協定書・年度協定書の当事者 127 スポーツ振興課 ◎ Ｈ26

37 意見 (ア) 指定管理者の財務内容 128 スポーツ振興課 ○ Ｈ26

38 意見 (イ) 自主事業の取扱い 129 スポーツ振興課 ○ Ｈ26

５　浜松市さくま自然休養村清流荘・運動広場

39 指摘 (ア) 指定管理者の資格 135
天竜区

まちづくり推進課 ◎ Ｈ26

40 指摘 (イ) テニスコートの整備 135
天竜区

まちづくり推進課 ◎ Ｈ26

41 意見 (ア) 施設改修及び広告宣伝 136
天竜区

まちづくり推進課 ○ Ｈ26

42 意見 (イ) 今後の運営 136
天竜区

まちづくり推進課 ○ Ｈ26

６　浜松市東四村農村コミュニティセンター

43 指摘 利用資格の確認 140 北部農林事務所 ◎ Ｈ26

44 意見 今後の運営 140 北部農林事務所 ○ Ｈ27



監査項目 区分
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

主管課

７　浜松市総合産業展示館　

45 意見 ア 施設の補修・改修 153 産業振興課 ○ Ｈ27

46 意見 イ 経理の処理 153 産業振興課 ― Ｈ27

47 意見 ウ 動産の管理 154 産業振興課 ○ Ｈ26

８　救護施設浜松市立入野園

48 指摘 (ア) 備品管理 157
福祉総務課

西区社会福祉課 ◎ Ｈ26

49 指摘 (イ) 修繕費積立金 158
福祉総務課

西区社会福祉課 ◎ Ｈ30

50 指摘 (ウ) 入野園と西山園の制度統一 158
福祉総務課

西区社会福祉課 ◎ Ｈ26

51 意見 (ア) 施設整備と修繕費積立金の利用 159
福祉総務課

西区社会福祉課 ○ Ｈ26

52 意見 (イ) 敷地の土地所有 160
福祉総務課

西区社会福祉課 ○ Ｈ27

９　救護施設浜松市立西山園

53 意見 ア Ⅲ種に属する構築物 162
福祉総務課

西区社会福祉課 ○ Ｈ26

54 意見 イ Ⅲ種に属する資産 163
福祉総務課

西区社会福祉課 ○ Ｈ26

10  市営駐車場

55 指摘 ア 領収書の管理 180 交通政策課 ◎ Ｈ26

56 指摘 イ 精算日報 180 交通政策課 ◎ Ｈ26

11　中区・東区・西区・南区の市営住宅

57 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

192 住宅課 ○ Ｈ26

58 意見 イ 清算方式の指定管理料の費目間の流用状況 193 住宅課 ○ Ｈ26

59 意見 ウ
入居者による退去時修繕が実施されない物件
の処理

194 住宅課 ○ Ｈ26

60 意見 エ 浜松市営住宅管理システムへの入力 194 住宅課 ○ Ｈ26

61 意見 オ 優良なストックの入居率の向上 195 住宅課 ○ Ｈ26

62 意見 カ 身体障害者補助犬の受け入れ 196 住宅課 ○ Ｈ26

12  古橋廣之進記念浜松市総合水泳場

63 指摘 ア
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　①報告型式

203 スポーツ振興課 ◎ Ｈ26

64 指摘 ア
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　②勘定科目

204 スポーツ振興課 ◎ Ｈ26

65 指摘 ア
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 ③指定管理者業務と自主事業
(付帯事業）の区分

204 スポーツ振興課 ◎ Ｈ26



監査項目 区分
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

主管課

66 意見 (ア) 事業スキームの考え方　　①ＳＰＣ 205
資産経営課

スポーツ振興課
廃棄物処理施設管理課

― Ｈ27

67 意見 (ア) 事業スキームの考え方　　②長期契約 207
資産経営課

スポーツ振興課
廃棄物処理施設管理課

― Ｈ27

68 意見 (イ) VFMの考え方　①現在価値換算割引率 208
資産経営課

スポーツ振興課
廃棄物処理施設管理課

― Ｈ27

69 意見 (イ) VFMの考え方　②コスト縮減効果 209
資産経営課

スポーツ振興課
廃棄物処理施設管理課

― Ｈ27

70 意見 (ウ) リスク負担 211
資産経営課

スポーツ振興課
廃棄物処理施設管理課

― Ｈ27

※平成27年7月の組織改正等に伴い「主管課」の名称は、下記のとおり変更となっている。

・「廃棄物処理施設管理課」⇒「廃棄物処理課」

・「北部農林事務所」⇒「農業振興課」

※平成29年4月の組織改正等に伴い「主管課」の名称は、下記のとおり変更となっている。

・「文化政策課」⇒「創造都市・文化振興課」

・「資産経営課」⇒「ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進課」



№１
監査内容 50

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課

収支状況の提出目的は、当該施設での４月１日から翌年３
月31日までの経営状況を確認するためであり、指定管理者の
事業年度にかかわらず、運営・管理の状況報告を求めるもの
です。したがって損益ベース、資金ベースの別ではなく、業
務の適正履行の確認のため、事業報告書の記載の統一を図っ
てまいります。

◎ 平成26年度

№２
監査内容 52

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課

自主事業は、公の施設の条例に規定された設置目的の範囲
内で市の承認を得て行われる事業であり、施設の設置者であ
る市は、その内容に関し把握する必要があるため、収支状況
についても報告を求めてまいります。
「指定管理事業に係る経費」と「自主事業に係る経費」の

収支状況は、明確に区分し報告させるように徹底してまいり
ます。

◎ 平成26年度

報告書の頁

報告書の頁
（２）自主事業の収支状況の報告
　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。また、指定事
業と自主事業の収支状況の報告は、区分して報告させる必要がある。

対応方針

対応方針

（１）事業報告書中の収支状況の報告のあり方
　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べきである。
　また、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、この点について基本協定
書、業務仕様書等に明記するなどして統一する必要がある。



№３
監査内容 54

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課

現状は、事後評価の結果を指定管理者に通知しており、指
摘事項・意見については、資産経営課立入調査等にて対応状
況を確認しております。また、利用者アンケートの内容、対
応状況について事業報告書に記載させております。
今後は、月次報告などに事後評価への対応状況の報告を義

務付けるなどマニュアルに明記してまいります。
○ 平成26年度

№４
監査内容 54

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課

応募団体数を増やすため、応募予定施設の告知を早め情報
公開を充実することで、応募しやすい環境を整えるととも
に、魅力ある施設づくりの観点から、利用しやすい施設とす
るため開館日の拡大や開館時間の延長を図りました。
また、選定された指定管理者が自主的に市民サービスの充

実を図るようなインセンティブ制度を検討してまいります。
例えば、更新時に現指定管理者から応募があった場合の加点
や減点評価を行うなど、制度の充実を図ってまいります。

○ 平成27年度

（１）事後評価等の指定管理者へのフィードバック
　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かの手続及びその対応・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。

報告書の頁
（２）インセンティブ等
　応募団体数が少ない原因としては、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れる。
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ことが望
まれる。

対応方針

対応方針

報告書の頁



№５
監査内容 55

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課

事業報告書に「労働関係法令の遵守について」を必ず記載
させます。また、適正な施設の管理の視点から、指定管理者
施設での、施設従事者の労働の状況を把握するためのチェッ
クリストの提出を求めてまいります。

○ 平成26年度

№６
監査内容 60

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報政策課

複数の施設を含めた一括契約を締結する以上、各施設の所
管課と連絡を密にすることはもちろん、受託者にも業務の履
行状況や契約違反の有無などを随時確認し、何らかの事象を
確認した場合は必要書類の提出など然るべき対処や是正を求
めてまいります。 ◎ 平成26年度

報告書の頁

対応方針

対応方針

報告書の頁

（３）指定管理者の労働条件
　「平成22年12月28日付総務省助言」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、点検に努めるのが望ましい。

（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
　この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が、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必要があ
る。



№７
監査内容 60

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報政策課

本事項については、契約違反発覚後、当課において直ちに
違反事実について然るべき対処や措置を検討し、その結果、
何らの措置も必要としないことを確認したうえで行った行為
であります。したがって、決して違反事実の存在自体を隠す
ためにとったわけではありませんが、行政事務の実施過程で
発生した事象については、たとえ違反があったとしてもその
事実の存在を前提とした正確な記録を残してまいります。

◎ 平成26年度

№８
監査内容 61

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報政策課

　条例の定める本来的な業務が十分に実施されていないこと
は課題として認識しております。特に、情報・通信技術の発
展により市民への地域情報化の啓発は今後も必要と考えるこ
とから、当面は条例改正は行わず、市民ニーズを十分に把握
し、本施設における事業のあり方を検討してまいります。 ○ 平成29年度

（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
　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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

（ア）条例に定められた事業の実施状況
　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。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。

対応方針



№９
監査内容 62

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報政策課

本施設は、公の施設部分と行政事務室としての部分とを一
体的に維持管理しているため、現在の施設環境で独立した収
支計算を行うことは困難ですが、光熱水費等維持管理に係る
経費の按分方法を検討し、公の施設部分についての収支状況
を可能な限り把握できるよう努めてまいります。 ○ 平成29年度

№10
監査内容 63

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報政策課

本施設に関する積極的な情報発信の方法や、利用者にとっ
て魅力的な施設の在り方について検討を行い、本施設の周
知・広報を含め、利用率向上に努めてまいります。

○ 平成29年度

報告書の頁

対応方針

報告書の頁

（イ）公の施設の運営管理に関する独立した収支計算の必要性
　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、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。

対応方針

（ウ）利用率の向上策
　本施設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。



№11
監査内容 79

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

事業報告書は指定管理者の業務全般に関する報告であるた
め、指定事業の収支も含め報告するよう指示してまいりま
す。

◎ 平成26年度

№12
監査内容 80

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

事業報告書は指定管理者の業務全般に関する報告であるた
め、自主事業の収支も含め報告するよう指示してまいりま
す。

◎ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
（イ）自主事業の収支報告
　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。

報告書の頁
（ア）指定事業の収支報告
　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。

対応方針



№13
監査内容 80

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

指摘された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おける収支決算書につ
いて、実際の計算書と相関関係がない点は、改善するよう指
示してまいります。

◎ 平成26年度

№14
監査内容 81

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

事業計画書及び事業報告書の記載内容については、整合性
も含め報告書を作成すべきであり、市としても十分確認した
うえで受理するよう徹底してまいります。

◎ 平成26年度

報告書の頁
（ウ）共催事業としての収支決算書
　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。

対応方針

対応方針

報告書の頁
（エ）事業計画書の記載誤り
　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。



№15
監査内容 81

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　本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
取組みが必要です。
　そのためには費用対効果だけにとらわれることなく、数多
くの事業を展開する必要があります。
　また指定管理料の積算についても、あくまで市側として
は、利用料金収入の10％相当分は上記理由から事業を行って
もらう必要があると考え、管理経費の一項目として事業費を
計上しております。

◎ 平成26年度

№16
監査内容 82

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

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
払金額について、契約書に明記し、支払の根拠を明確にする
よう指示いたしました。

◎ 平成26年度

報告書の頁
（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
　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。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。

対応方針

報告書の頁
（オ）事業繰入金の計上
　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。

対応方針



№17
監査内容 82

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

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
の相関関係を、より明確にするよう指示してまいります。

◎ 平成26年度

№18
監査内容 90

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　展示会等の開催について、地場産業だけではなく、広く観
光産業などを含めた庁内関連部署との連携を深め、関係機関
への営業をより一層強化してまいります。

○ 平成28年度

報告書の頁
（ア）設置目的
　本施設は、市民の文化の向上と地域産業の発展という二つの目的を持っている
が、後者の目的は十分に達成できていない。本施設の設置目的の一つでもあること
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
を検討することが望まれる。

対応方針

報告書の頁
（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
　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。

対応方針



№19
監査内容 91

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

以下の２点の理由から（公財）浜松市文化振興財団以外の
対応は難しいと考えますが、次回指定管理者募集時等におい
て、公募の余地がないか考慮しましたが、浜松市指定管理者
制度の実施に関する基本方針第６条第１項第２号「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」と位置づけ、非公募としました。
・開設当時から培ってきた管理ノウハウを持っている。
・ソフト面では、管理ノウハウに加え、著名な演奏家等との
人的ネットワークを構築している。

― 平成27年度

№20
監査内容 92

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　既に利用者が「安全、安心、快適」に施設を利用できるよ
うに協定書に明記したリスク分担を基に、適切なリスク分担
であるか、その都度、確認・協議しながら修繕を行っており
ますが、今後も適正な管理運営を行ってまいります。

○ 平成27年度

報告書の頁

報告書の頁
（ウ）リスク分担
　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ことが望ましい。

対応方針

（イ）指定管理者の選定が非公募であること
　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。

対応方針



№21
監査内容 93

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　仕様書等には「コンベンション誘致のための事業」を行う
ことと明記し、関係機関と協力して国際シンポジウムや全国
レベルの大会・コンベンション事業や各種学会などの誘致活
動を行ってまいります。

○ 平成28年度

№22
監査内容 94

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　「ハードとソフトの一体性が本当に必要なものなのか、そ
れは効率的なものなのか」などを考慮・検討し、共有及び専
有を問わずビル管理に関する業務を抽出しました。その際、
委託方式ではなく、実費清算方式を採用したことから、負担
金としました。市への報告は、支出内容のわかる各科目にで
きる限り分類し報告するよう指示いたしました。

○ 平成27年度

報告書の頁
（オ）事業報告書における収支報告の委託費
　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。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かわか
らない。
　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、支出内容のわかる各科目で計上するのが
望ましい。

対応方針

（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
　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。

対応方針

報告書の頁



№23
監査内容 94

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　事業は準備等も考慮すると、年度当初に年度分を資金も含
め計画する必要があるため、事業充当資金についても予算額
で計上せざるを得ません。よって予算と決算で乖離があった
場合は、翌年度の予算の積み上げ等に反映させる現状どおり
の対応を行ってまいります。 ― 平成27年度

№24
監査内容 95

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　指定事業は、事業規模などの要素により年度間で変動が大
きいため、引き続き事業実費として別に負担金又は委託料を
支払ってまいります。

― 平成28年度

報告書の頁
（カ）事業繰入金を予算額で計上すること
　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。

対応方針

報告書の頁
（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
　指定管理業務に指定事業が含まれているのであり、浜松市が本施設に関して負担
している財政支出総額をわ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。

対応方針



№25
監査内容 96

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　行う事業が、効率的に実施されているのか、真に市民・社
会的ニーズに対応した事業となっているのか等を検証するべ
く、財団の事業評価に加え、個々の財団自主事業について市
が政策面から再評価を行うとともに、指定管理者選定会議に
評価結果を報告し、外部委員からの意見を求めてまいりま
す。

○ 平成28年度

№26
監査内容 97

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　屋上公園においては、開園時間の変更を行い午前６時から
の早朝使用を可能とし、「アクトの森」と銘打ちウォーキン
グやラジオ体操などを行っていただくリラックス空間作りに
取り組んでおります。

○ 平成28年度

報告書の頁
（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
　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。

報告書の頁
（ケ）屋外施設（屋上公園及びサンクンプラザ）の利用
　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が、余り利用されていないのが実態である。新たな利用
方法を創出することが望まれる。

対応方針

対応方針



№27
監査内容 98

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　近隣のマンション等へのチラシの配布や呼び込みなど、よ
り多くの市民に知っていただく取り組みをしてまいります。

○ 平成27年度

№28
監査内容 98

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　平成24年６月27日に公布されたいわゆる劇場法において
「短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく、長期的か
つ継続的に行うよう配慮する」と明記されております。より
良質な事業を行うためには、計画から実施までには中長期間
を有することから、「浜松市指定管理者制度の実施に関する
基本指針」第11条にも記載があるとおり、「施設の設置目
的、専門性等から５年以下では指定管理者の利点が活かせな
いと認められる施設」に位置づけられると考えられます。

○ 平成27年度

報告書の頁
（コ）パイプオルガンコンサート開催事業
　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、開催により一層の工夫
が望まれる。

対応方針

報告書の頁
（サ）指定管理期間
　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、指定管
理期間は、現状よりも長期（最低でも５年以上）とすることを検討すべきと思われ
る。

対応方針



№29
監査内容 108

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

　本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
取組みが必要です。
　そのためには費用対効果だけにとらわれることなく、数多
くの事業を展開する必要があります。
　また指定管理料の積算についても、あくまで市側として
は、利用料金収入相当分は上記理由から事業を行ってもらう
必要があると考え、管理経費の一項目として事業費を計上し
ております。

◎ 平成26年度

№30
監査内容 108

指摘

主管課 対応への考え方 区分 今後の対応時期

文化政策課

指定事業と自主事業の区分をより明確にするよう指示して
まいります。

◎ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
（イ）指定事業と自主事業の区分
　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。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
にする必要がある。

対応方針

報告書の頁
（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
　指定管理料について「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
り、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る必要がある。



№31
監査内容 109

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

自主事業の実施状況はもとより収支状況（収支決算書）の
報告もするよう指示してまいります。

◎ 平成26年度

№32
監査内容 110

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

指定事業と自主事業の区分をより明確にするとともに、適
切な「管理運営に係る経費の収支状況（収支決算書）」を提
出するよう指導してまいります。

◎ 平成26年度

報告書の頁
（ウ）事業報告書の記載事項としての自主事業
　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
る必要がある。

対応方針

報告書の頁
（エ）収支報告の様式
　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。
　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、その前提として指定事業と自主事業の区分を明確にする必要がある。

対応方針



№33
監査内容 110

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化政策課

公の施設の管理は、指定管理者制度を導入することが原則
であります。収蔵スペース等の施設管理や展示等の広報と
いった管理業務と収蔵品の収集・保管、調査研究や展示等に
関する企画といった学芸業務は、結びつきが強く切り離すこ
とができません。また、アクトシティについては、施設全体
に光熱水を一括で供給しているため、施設を分離することも
できません。以上の理由から、次期指定管理者の選定におい
ても、楽器博物館はアクトシティ浜松と同一の募集単位とす
ることとしました。

― 平成27年度

№34
監査内容 127

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

本件指摘事項については、指定管理料の積算において法人
税が計上されていたことについての指摘を受けたものであり
ます。
指定管理料については、施設の運営・維持管理に必要とな

る経費を利用料金収入見込額から差引き、不足する分につい
て支払うものであります。
指定管理料の積算については、これまでの施設運営・維持

管理の実績額と指定管理者からの提案額を参考に積算して参
りました。
今回の指摘を受け、今後の指定管理料の積算にあたって

は、内容として適切なものかを吟味した上で積算いたしま
す。
なお、平成26年度から５年間の指定管理料について、法人

税を除き積算いたします。

◎ 平成26年度

対応方針

（ア）指定管理料の積算
 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。

報告書の頁
イ　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
　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、
「・・・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。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
　音楽資料を収集・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は、上記第５号に該当して、直営にする可能性もある。
　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。

対応方針

報告書の頁



№35
監査内容 127

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

本件指摘事項については、事業報告書の収支決算につい
て、当初の指定管理料に対し、減額又は増額する旨の覚書又
は年度協定書を締結したものの、それらが事業報告書に反映
されていなかったことから指摘を受けたものであります。
今後、指定管理料に変更が生じた場合には、事業報告書に

覚書や年度協定書の写しを添付するようにして、再発防止に
努めます。

◎ 平成26年度

№36
監査内容 127

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

本件指摘事項については、当初、共同事業体による指定管
理者を想定していなかったことから、一般的なマニュアルに
基づき、代表者との間で協定書を締結していたことによる指
摘であります。
なお、既に選定を終了した平成26年度以降の協定書では、

本件指摘事項は改善済みです。
◎ 平成26年度

報告書の頁
（イ）収支決算報告
　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、誰がみてもが適切な情報を入手できる報告書でなければ意味がない。
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。

対応方針

報告書の頁
（ウ）基本協定書・年度協定書の当事者
　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。
　なお、既に選定を終了した平成26年度以降の協定書では、上記問題点は改善され
ている。

対応方針



№37
監査内容 128

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

本件意見については、指定管理者たる法人全体の財務内容
のモニタリングの検討について意見をいただいたものです。
当該法人の財務内容については、市が積極的に関与し、モ

ニタリングを実施していくこととしております。
また、赤字の法人を指定管理者として選定する場合には、

その財務内容と今後の業績予想について、提案事業者から詳
細な説明を求めるとともに、選定会議において審議していた
だきます。

○ 平成26年度

№38
監査内容 129

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

本件の意見については、仕様書の業務内容の記載につい
て、本来業務であるか、本来業務以外の業務であるかについ
て、誤解される記載であったことから意見をいただいたもの
です。
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

の公募については、意見のありました記載について除外して
おります。

○ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
（イ）自主事業の取扱い
　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。

対応方針

報告書の頁
（ア）指定管理者の財務内容
　赤字の指定管理者については事業報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。



№39
監査内容 135

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

天竜区
まちづくり推進課

組合長が管理運営しているように見られるため、指定管理
者に対して組合員会議の開催等を求めていきます。

◎ 平成26年度

№40
監査内容 135

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

天竜区
まちづくり推進課

テニスコートについては、常に宿泊者等が利用できるよう
草刈り等、コートの手入れを求めていきます。なお、使用後
の最低限のコート整備については、他のスポーツ施設同様、
利用者にも求めるものとします。

◎ 平成26年度

（イ）テニスコートの整備
　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。

対応方針

報告書の頁
（ア）指定管理者の資格
　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。

対応方針

報告書の頁



№41
監査内容 136

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

天竜区
まちづくり推進課

改修については、施設再配置計画に基づき、管理主体変更
に向けた協議を指定管理者と行っており、平成26年度で維持
管理に必要な改修を進めていきます。
広告宣伝については、自前のホームページ作成などは多額

の費用が掛るため、より低廉で効果的な周知方法を指定管理
者と検討します。

○ 平成26年度

№42
監査内容 136

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

天竜区
まちづくり推進課

本施設は長年にわたり地域の社交施設として親しまれてき
たところです。今後の管理については、管理主体変更先はも
とより区協議会、自治会等地域の関係団体とよく協議しなが
ら進めていきます。
施設再配置計画に基づき、管理主体変更を行う場合、変更

後の管理に要する経費や賠償責任等は、基本的にすべて管理
主体変更先で負担することとなっており、本件もそれに添っ
た形で進めていくこととなります。個別具体的には契約締結
の中で協議していくこととなります。

○ 平成26年度

報告書の頁
（ア）施設改修及び広告宣伝
　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。

対応方針

報告書の頁
（イ）今後の運営
　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が、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。

対応方針



№43
監査内容 140

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

北部農林事務所

公の施設の利用は、誰でも利用できるものであり自治会住
民以外だから利用できないという制限はありません。このこ
とについては、誤解のないよう管理運営にあたる自治会に指
導いたしました。

◎ 平成26年度

№44
監査内容 140

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

北部農林事務所

公共施設再配置計画に基づく当該施設の管理主体変更につ
いては、かねてより自治会との協議を行っております。意見
のとおり貸与と譲渡では、損害賠償責任等に差があることか
ら、この点を職員が十分に理解したうえで結論を得るべく協
議を重ねてまいります。 ○ 平成27年度

報告書の頁
　利用資格の確認
　浜松市東四村農村コミュニティセンター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。

対応方針

報告書の頁
　今後の運営
　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
とを検討しているが、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。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。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。

対応方針



№45
監査内容 153

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

必要に応じた修繕を行い施設の維持管理を図り、利用者の
維持増員に努めます。

○ 平成27年度

№46
監査内容 153

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

売上金の管理は、売上金の計上において、請求書の発行、
表計算ソフトへの入力や統計の作成まで、必ず２名体制によ
るチェックを行っていて、現行の方法で適正に実施されてい
ます。また、資産勘定は現預金と売掛金のみであり、複式簿
記の必要性は薄く、現預金と売掛金は適正な方法で厳格に管
理されています。
指定管理者と複式簿記への移行を含めた新たなシステムの

導入について協議を行いましたが、導入には高額な費用が発
生するほか、扱える人材の育成も必要となり、費用対効果が
見合わないことから、複式簿記への移行は行わないこととし
ました。

― 平成27年度

対応方針

報告書の頁
イ　経理の処理
　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。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。

対応方針

報告書の頁
ア　施設の補修・改修
　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であり、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。



№47
監査内容 154

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

産業振興課

地場産業振興センターの備品については、すべて浜松市に
所有権が移転しております。しかし、残存価値から判断し
て、市の備品登録はせず別途管理を行ってまいります。

○ 平成26年度

№48
監査内容 157

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課
西区社会福祉課

現在、備品登録においてⅡ種とⅢ種の区分が曖昧になって
おります。浜松市が作成した備品区分を基に指定管理者と協
議を進めてまいります。

◎ 平成26年度

（ア）備品管理
　購入備品については、Ⅱ種（指定管理者が本業務に必要と判断し購入した備
品。）に該当するのか、それともⅢ種（指定管理者が任意に調達するもの。）に該
当するのか区分して登録する必要がある。

対応方針

報告書の頁
ウ　動産の管理
　動産の管理主体を明確に表示することが望ましい。

対応方針

報告書の頁



№49
監査内容 158

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課
西区社会福祉課

修繕積立金については、需用費として計上するものではないた
め、利益分として計上することとします。
なお、当該浜松市立入野園は、平成29年12月をもって民間救護
施設へ移行し、市施設を廃止することとしました。

◎ 平成30年度

№50
監査内容 158

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課
西区社会福祉課

同じ浜松市の救護施設であるため、ルールは統一すべきと
考えます。

◎ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
（ウ）入野園と西山園の制度統一
　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、入居者に対する小遣いのルールは統一することが必要である。

対応方針

報告書の頁
（イ）修繕費積立金
　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。



№51
監査内容 159

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課
西区社会福祉課

60万円以上の大規模修繕でも指定管理者との協議により、
指定管理者の負担として修繕が可能であることから、その中
で、修繕積立金を活用することも視野に入れ指定管理者と協
議してまいります。

○ 平成26年度

№52
監査内容 160

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課
西区社会福祉課

入野園の借地については、今後、土地の賃貸借契約を締結
し、借地料を支払うことにより、土地使用の適正化を図って
まいります。その上で、より公平性が保たれる公募による指
定管理を、今後も継続してまいります。

○ 平成27年度

対応方針

報告書の頁
（ア）施設整備と修繕費積立金の利用
　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おり、施設の計画的更新
は不可欠と言える。
　社会福祉法人三幸会の決算書では、平成24年度末で、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。
　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。

対応方針

報告書の頁
（イ）敷地の土地所有
　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、実態にあつた契約にすることも検討すべきと考える。



№53
監査内容 162

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課
西区社会福祉課

Ⅲ種資産となっている構築物について、指定管理者と確認
してまいります。

○ 平成26年度

№54
監査内容 163

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課
西区社会福祉課

Ⅲ種資産となっている構築物について、指定管理者と確認
してまいります。

○ 平成26年度

対応方針

ア　Ⅲ種に属する構築物
　Ⅲ種資産の不動産については、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。

報告書の頁

報告書の頁

イ　Ⅲ種に属する資産
　Ⅲ種に属する資産は、指定管理者契約終了時に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。

対応方針



№55
監査内容 180

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

交通政策課

領収書の管理は経営の基本となるものであり、公金を取り
扱う以上は習熟すべきものであります。

今回の監査結果による指摘を真摯に受け止め、管理を行う
指定管理者に指導及び対策を促してまいります。

◎ 平成26年度

№56
監査内容 180

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

交通政策課

指定管理者に修正を指示するとともに、今後適切な運用を
するよう指導を行ってまいります。

◎ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
ア　領収書の管理
　市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、実際の管理ではいくつかの不備があり、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する必要が
あり、また、市も適切な指導をする必要がある。

報告書の頁
イ　精算日報
　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、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。

対応方針



№57
監査内容 192

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

住宅課

　平成26年度の年度協定書に「受託者は、前項に定める清算
方式に該当する経費に限り、項目間で流用を行うことができ
る。ただし、施設整備による保守点検の減少など、請負方式
金額に変更が生じた場合は、人件費及び間接経費を除く清算
方式の経費に充てることができる。」と明記します。 ○ 平成26年度

№58
監査内容 193

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

住宅課

現在の事務所所在地は、浜松市営住宅管理センターとして
入居者にも定着しており、また、市営住宅募集時の対応事務
所としても周知されているため、事務所移転については、
サービス低下を招くことも予想されます。

なお、間接経費については、今一度コスト削減を徹底さ
せ、改善努力をするよう指導いたします。

○ 平成26年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
イ　清算方式の指定管理料の費目間の流用状況
　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、最終的には支出額（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。
　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円にも上っており、
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、好ま
しいことではなく、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
力が望まれる。

報告書の頁
ア　指定管理料の清算方式に関する年度協定の定め方
　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、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。しかし、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
いため、支出が予算額を上回った場合あるいは下回った場合の処理が明らかでな
い。
　この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。



№59
監査内容 194

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

住宅課

退去修繕未了の退去者には、家賃等の滞納者が多く滞納整
理担当職員との連携を図り、無断退去させないよう生活状況
の把握（滞納整理による訪問及び団地パトロール）を強化し
てまいります。

また、入居説明会時には勿論、退去手続きをした者にも、
退去修繕の責任及び修繕期限を丁寧に説明するよう指定管理
者に指導してまいります。

○ 平成26年度

№60
監査内容 194

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

住宅課

浜松市営住宅管理システムの「修繕欄」「メモ欄」の活用
を工夫し、各住戸の修繕履歴及び対応状況の情報が共有で
き、いつでも履歴が参照できるように検討します。

○ 平成26年度

報告書の頁
エ　浜松市営住宅管理システムへの入力
　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。

対応方針

対応方針

報告書の頁
ウ　入居者による退去時修繕が実施されない物件の処理
　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。



№61
監査内容 195

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

住宅課

イーステージ浜松団地の特定公共賃貸住宅については、申
込の資格を緩和するなどの対応を検討いたします。

また、平成26年度には特定公共賃貸住宅のみの募集を検討
いたします。

○ 平成26年度

№62
監査内容 196

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

住宅課

　平成26年度の募集時期に配布する、市営住宅の入居のご案
内に「市営住宅では、犬・猫・小鳥などの動物を飼うことは
できません。（国が指定した法人から認定を受けている身体
障害者補助犬を除く）」と明記することを検討いたします。

○ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
オ　優良なストックの入居率の向上
　指定管理者においては、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（特定公共賃貸住宅制度の周知や募集のあり方の見直し
など）をさらに検討することが望ましい。

対応方針

報告書の頁
カ　身体障害者補助犬の受け入れ
　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「やむを得ない理由」を除き
「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）。
　これまで、身体障害者補助犬の使用の申出そのものはなかったが、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。



№63
監査内容 203

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

　契約先の浜松グリーンウェーブ株式会社に対して、平成25
年度報告書に、損益計算・資金収支計算のどちらかに基づき
作成しているかを明示するように指示し、本件指摘事項の是
正をいたします。なお、指示した結果、損益計算書に基づく
報告書が提出されております。 ◎ 平成26年度

№64
監査内容 204

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

　契約先の浜松グリーンウェーブ株式会社に対して、平成２
５年度報告書に、浜松グリーンウェーブ株式会社単独の勘定
科目として提出させ、かつ、セントラルスポーツ株式会社へ
の再委託先収支との勘定科目区分けをした報告とするように
指示をし、本件指摘事項の是正をいたします。 ◎ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
　②勘定科目
　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。

対応方針

報告書の頁
　①報告型式
　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る必要があ
る。



№65
監査内容 204

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

　契約先の浜松グリーンウェーブ株式会社に対して、平成25
年度報告書に、指定管理業務と自主事業業務（付帯事業）を
区分けした報告とするように指示いたします。

◎ 平成26年度

№66
監査内容 205

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課
スポーツ振興課
廃棄物処理施設

管理課

浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業の第一募集要項
の中で、ＳＰＣが本施設の整備、運営及び維持管理を一括し
て受託する方式で募集をいたしました。

その結果、現在のＳＰＣ(浜松グリーンウェーブ㈱)との契
約書(提案書内)で組織体制については、清掃工場は三井造船
㈱が、水泳場はセントラルスポーツ㈱が運営業務を行い、浜
松グリーンウェーブ㈱がその両社の運営業務の取りまとめを
しているグループ体制となっております。

よって、水泳場の運営業務(自主事業も含む)は、運営にノ
ウハウがあるセントラルスポーツ㈱が行うことが、適切であ
ると考えております。

本件の意見については、上記の理由により、当時の仕組み
や考え方に基づき契約を締結していることから、現行が適当
であると判断いたします。

― 平成27年度

報告書の頁
　（ア）事業スキームの考え方　①ＳＰＣ
　SPCについては、主たる設立目的はプロジェクトファイナンスに必要ということで
あり、浜松グリーンウェーブ株式会社が設立されている。
　しかし、過去５年間の販売費及び一般管理費を分析した結果、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が、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。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。

対応方針

報告書の頁
　③指定管理者業務と自主事業(付帯事業）の区分
　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
分して報告する必要がある。

対応方針



№67
監査内容 207

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課
スポーツ振興課
廃棄物処理施設

管理課

　本件においては、施設の利用料金をSPCの帰属としてお
り、需要変動リスクは民間に帰属していると考えます。ま
た、民間事業者へのリスク移転は、コストの上昇や事業者の
参入意欲の減退に繋がるという側面も持っており、バランス
を見極める必要があります。
　本件についても当初の契約に基づくもので、現行が適当で
あると判断いたします。しかしながら、今後PFI手法に基づ
く案件については、官民のリスク分担を良く検討した上で事
業化を行っていきます。

― 平成27年度

№68
監査内容 208

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課
スポーツ振興課
廃棄物処理施設

管理課

政府「PFI基本方針」ではPSCとPFI事業のLCCを比較する際
は、現在価値に換算して比較することと定められており、現
在価値への換算は一般的な方法であると考えます。ただし、
割引率について根拠が明確でないとの批判があることは認識
しており、今後の案件については、現在価値換算の適用につ
いて、事業手法ごとに判断していきますが、本件についても
当初の契約に基づくもので、現行が適当であると判断いたし
ます。

― 平成27年度

報告書の頁

報告書の頁
　（ア）事業スキームの考え方　②長期契約
　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。

対応方針

　（イ）ＶＦＭの考え方　①現在価値換算割引率
　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。

対応方針



№69
監査内容 209

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課
スポーツ振興課
廃棄物処理施設

管理課

コスト縮減率について、算定方法が明確でないとの批判が
あることは認識しており、本件についても当初の契約に基づ
くもので、現行が適当であると判断いたします。しかしなが
ら、今後の案件については検討していきます。

― 平成27年度

№70
監査内容 211

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課
スポーツ振興課
廃棄物処理施設

管理課

　本件においては、施設の利用料金をSPCの帰属としてお
り、需要変動リスクは民間に帰属していると考えます。ま
た、民間事業者へのリスク移転は、コストの上昇や事業者の
参入意欲の減退に繋がるという側面も持っており、バランス
を見極める必要があります。本件についても当初の契約に基
づくもので、現行が適当であると判断いたします。しかしな
がら、今後PFI手法に基づく案件については、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検討し
た上で事業化を行っていきます。

― 平成27年度

（ウ）リスク負担
　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。
　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検討することが望ましい。

対応方針

報告書の頁
　（イ）ＶＦＭの考え方　②コスト縮減効果
　PFI導入を検討する場合の客観的コスト縮減率の算定方法をどのように考えるか、
検討することが望ましい。

対応方針

報告書の頁


