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【本報告書の記載内容に関する留意事項】 

１．報告書中の試算・推計の数値・金額 

報告書中の監査人による試算・推計の数値・金額は、監査人に提示の

あった資料をもとに行ったもので、その数値・金額の正確性を保証するも

のではない。 

２．報告書中の表やグラフ 

報告書中の表やグラフは、特に記載したものを除き、市から入手した資

料を監査人が加工したものである。 

３．端数処理 

報告書中の表の合計は、端数処理の関係で、総数と内訳の合計とが一致

しない場合がある。 
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第１編 外部監査の概要

１．外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び尼崎市外部監査契約に基づく監査に

関する条例第 2条の規定に基づく包括外部監査 

２．選定した特定の事件 

「指定管理者制度について」 

３．事件を選定した理由 

尼崎市では、高度経済成長期からバブル経済期にかけて右肩上がりの市

税収入と競艇場などの収益事業収入を原資として、多くの公共施設（道路

や上下水道等インフラ施設を除く、いわゆるハコモノ施設）を整備してき

た。その結果、尼崎市と類似の中核市（注）と比較して、人口 1 人当たりの

公共施設保有面積は 4.11 ㎡／人（7 市平均は 2.95 ㎡／人）、市域面積当た

りの公共施設保有面積は 37,610 ㎡／㎢（7 市平均は 8,957 ㎡／㎢）と、い

ずれも 7市の中でトップとなっている（いずれも平成 25 年 3 月現在値）。 

現在では、これらの多くの施設の老朽化が進行しているが、すべての施

設の更新を行うには莫大な費用がかかるため、施設の再編の検討が必要と

なっている。また、保有している公共施設の維持管理運営費は 224 億円

（平成 23 年度一般会計）と巨額になっており、管理運営費を圧縮すること

もまた必須の課題になっている。 

このような状況の中、尼崎市は平成 25 年 3 月に策定した、行財政改革計

画「あまがさき「未来へつなぐ」プロジェクト」の中で、コストと便益の

最適化を図る「ファシリティマネジメント」の考え方を踏まえた「公共施

設の再配置・統廃合と跡地活用」を取組のひとつの柱として位置づけてい

る。さらに、すべての公共施設の量、質、運営コストの最適化を目指す基

本方針として、平成 26 年 6 月に「尼崎市公共施設マネジメント基本方針」

を策定している。 

「尼崎市公共施設マネジメント基本方針」は、主に「圧縮と再編」、「予

防保全による長寿命化」「効率的・効果的な運営」の 3 つから構成されてい

るが、このうち、「効率的・効果的な運営」の取組方策のひとつとして、
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「公共サービスの事業運営などについて、民間活力を活用し、サービスの

担い手や事業手法を検討する」こととされており、指定管理者制度の導入

範囲が拡大されているところである。 

指定管理者制度とは、平成 15 年 6 月に地方自治法の一部が改正され、公

の施設の管理について、民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図る

とともに、経費の節減等を図ることを目的として創設された制度であり、

平成 15 年 9 月 2 日から施行されている。 

尼崎市においては、指定管理者制度は平成 16 年度に導入されたが、平成

27 年度現在、尼崎市の指定管理対象施設は、43 箇所 155 施設まで拡大され

ている。類似の中核市より公共施設の保有量が多い尼崎市においては、施

設を維持する管理運営費用を抑えることはもちろん、一方で、民間のノウ

ハウを利用して、住民サービスの向上を図ることも考慮する、指定管理者

制度への市民の期待は高いと考える。また、指定管理制度の導入から 10 年

経過していることから、その運用状況を調査し、時代にあった更なる制度

充実につなげていくことは意義があり、時宣に適うものと判断した。 

以上により、「指定管理者制度について」を、包括外部監査の特定の事件

（テーマ）として選定した。 

（注）県庁所在地・普通交付税不交付団体を除く、尼崎市と人口が同程度で、第 2 次・第 3 次産

業の就業者数割合が 95%以上の西宮市、東大阪市、姫路市、柏市、横須賀市、倉敷市、福

山市の中核市 7市 

４．監査対象期間 

平成 27 年度。ただし、必要に応じて平成 26 年度以前及び平成 28 年度も

監査対象とした。 

５．監査の視点 

現状における尼崎市の指定管理者制度を把握した上で、よりよい指定管

理者制度のあり方を検討するに当たって下記の観点に着目した。 

① 指定管理業務は、法令、条例、規則、要綱等に準拠して適切かつ正確 

に行われているか 

② 指定管理者制度導入対象施設は施設の設置目的を達成しているか 

③ 指定管理業務は、施設の利用が促進され、市民サービスを向上するよ

う行われているか 
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④ 指定管理業務は、施設の性質に応じて、経済的、効率的に行われてい

るか。また、施設の性質に応じた収支の状況となっているか 

⑤ 指定管理業務は、市民の利用の公平性を確保して行われているか 

⑥ 指定管理運営業務について、評価の仕組が整備されているか 

⑦ 指定管理業務に係る情報開示は十分か 

⑧ 指定管理者の選定手続は公平、適切に行われているか 

６．主な監査手続 

① 指定管理者制度導入施設の施設概要、指定管理者概要、指定管理業務

の概要の把握 

尼崎市の指定管理者制度導入対象施設の中から、監査対象として選定し

た施設について、所管課から、基本協定書、年度協定書、仕様書、事業計

画書、事業報告書などの提出とともに、施設の概要、指定管理者及び指定

管理業務の概要についての監査人が作成したアンケートへの回答を求めた。 

② 所管課及び指定管理者からのヒアリング 

上記①のとおり、所管課から入手した文書やアンケートへの回答を査閲

し、施設の性質に留意の上、分析を行った。この結果を踏まえ、所管課向

け及び指定管理者向けに作成した質問項目について、所管課及び指定管理

者より説明を受けた上で、必要に応じて、サンプルとして抽出した施設に

ついて各担当者に質問し、関係書類の閲覧を行った。当該ヒアリング及び

書類の閲覧についての主な着眼点は次のとおりである。 

調査事項 主な着眼点 

監査の視点
（5．監査の視点

の番号を記載）

全般 使用料見直しの際は、受益者負担の原則に
基づいて検証されているか 

④⑤  

指定管理者指

定の手続につ

いて 

「指定管理者制度について（指針）」（平成
26 年 4 月最終改訂）に従った選定手続がさ

れているか 

非公募により指定管理者を選定している理
由は「指定管理者制度について（指針）」

（平成 26 年 4 月最終改訂）の趣旨に沿った

ものか 

指定管理期間中の業務不履行を防ぐために
指定管理者の財務健全性を把握しているか 

①②③⑦⑧
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調査事項 主な着眼点 

監査の視点
（5．監査の視点

の番号を記載）

管理業務の範

囲 

指定管理者が行う具体的な業務の内容や基
準などが協定書等に明確に記載されている

か 

①②③⑥ 

管理業務の履

行 

使用料等歳入の収納、未収債権に係る管理
業務は、条例、規則、マニュアル等にした

がって行われているか 

使用料等の減免がある場合は、条例などに
定められる減免の要件を満たしていること

を確認できているか 

①④⑤ 

職員の配置、

責任者の配置

指定管理者は、承認された事業計画どおり
に人員を配置しているか 

②③④ 

施設・設備の

補修・修繕 

施設・設備の補修に関する責任区分及び費
用負担の方針は明確か 

執行されていない修繕費は精算対象とされ
ているか 

指定管理料を財源に実施した改修工事の資
本的支出部分の取り扱い 

②③④ 

事業報告書、

月例報告書 

事業報告書、月例報告書は有効なモニタリ
ングに適した様式となっているか 

施設の設置目的に合致した目標管理指標が
モニターできているか 

②③④ 

⑤⑥⑦ 

管理業務実施

状況等の確認

施設利用の促進を図るための方策がとられ
ているか 

②③⑤ 

備品等の管理 尼崎市貸与備品についての管理（指定管理
者所有の資産との区分方法、固定資産の現

物確認の状況及び尼崎市への報告等）は適

切に行われているか 

①②④ 

損害賠償責任

について 

尼崎市及び指定管理者は、それぞれの責任
区分をカバーする損害賠償責任保険へ加入

しているか 

①②④ 

業務の再委託

等 

指定管理者が業務の一部を第三者に委託し
ているか否か。委託している場合には、再

委託への所管部局の申請・承認、及び委託

先との契約書等の写しの入手がされている

か 

再委託先が暴力団でないことを確認してい
るか 

①②④ 

個人情報の保

護等 

適切に個人情報を保護するための仕組が整
備されているか 

① 
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調査事項 主な着眼点 

監査の視点
（5．監査の視点

の番号を記載）

緊急時の対応 災害等の緊急事態の発生には指定管理者が
対応、尼崎市へ通報し、尼崎市がそれに対

応できる仕組が整備されているか 

①② 

自主事業 自主事業の内容、利益、使用料の取り扱い
は協定書上明確にされ、適切に運用されて

いるか 

②③④ 

管理経費の請

求及び支払方

法 

指定管理料は指定管理業務の範囲と整合し
ており、適切に積算されたものであること

を検証できているか 

指定管理料の中に精算すべき項目が含まれ
ていないか 

①④⑥ 

その他 指定管理業務を行うに際し、行政財産の使
用許可は適切にされているか 

その他必要に応じて質問項目を追加してい

る 

①④⑥ 

③ 現地調査の状況 

現地に赴き、次のとおり調査を実施した。 

所管課 現地調査実施施設 現地調査日 

こども青少年本部 

事務局 こども家庭支援課 
尼崎学園 平成 28 年 9 月 6 日 

市民協働局 

人権課 

地域総合センター 

塚口 
平成 28 年 9 月 9 日 

健康福祉局 

障害福祉課 
たじかの園 平成 28 年 9 月 9 日 

都市整備局 

公園維持課 

総合体育館 

（記念公園） 
平成 28 年 9 月 9 日 

健康福祉局 

高齢介護課 

ワークセンター和楽園

（老人福祉センター）
平成 28 年 9 月 13 日

教育委員会事務局 

中央図書館 
北図書館 平成 28 年 9 月 13 日

教育委員会事務局 

スポーツ振興課 

サンシビック尼崎 

屋内プール 

中央体育館 

立花体育館 

（社会体育施設） 

平成 28 年 9 月 27 日
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所管課 現地調査実施施設 現地調査日 

健康福祉局 

生活衛生課 
弥生ケ丘斎場 平成 28 年 9 月 28 日

こども青少年本部 

事務局 青少年課 
美方高原自然の家 平成 28 年 9 月 27 日

都市整備局  

住宅管理担当 

南部管理センター 

（市営住宅南部） 
平成 28 年 9 月 28 日

市民協働局 

協働・男女参画課 

女性・勤労 

婦人センター 
平成 28 年 10 月 4 日

市民協働局 

大庄地域振興センター 
大庄地区会館 平成 28 年 10 月 4 日

都市整備局 

住宅・住まいづくり支援課 
富松住宅 平成 28 年 10 月 5 日

７．監査対象 

平成 28 年 4 月 1 日現在、指定管理者制度を導入している 43 件 155 施設

について、指定管理料の金額的重要性も勘案しながら、監査対象とならな

い所管課が生じないように、次表のとおり、13 件 81 施設を監査対象とし

て選定した。 

No 施設名称
施
設
数

所管局 所管課 期間 始期 終期 指定管理者名称
公募
非公募

平成27年度
指定管理料
（千円）

平成28年度
指定管理料
（千円）

監査
対象

1 女性・勤労婦人センター 1
市民協働
局

協働・男女
参画課

5年 H27.4.1 H32.3.31
（特活）男女共同参画ネッ
ト尼崎

公募 49,499 49,481 ✔

2
地域総合センター（上ノ
島本館・分館）

2
市民協働
局

人権課 5年 H27.4.1 H32.3.31 （社福）いきいきのびのび 公募 41,468 41,603 －

3
地域総合センター（神崎
分館）

1
市民協働
局

人権課 5年 H27.4.1 H32.3.31 （特活）スマイルひろば 公募 33,588 33,662 －

4
地域総合センター（水堂
本館・分館）

2
市民協働
局

人権課 5年 H27.4.1 H32.3.31
水堂総合センター運営委
員会

公募 39,060 39,152 －

5
地域総合センター（今
北）

1
市民協働
局

人権課 5年 H27.4.1 H32.3.31
（特活）人権センター東今
北

公募 41,469 41,550 －

6
地域総合センター（南武
庫之荘）

1
市民協働
局

人権課 5年 H27.4.1 H32.3.31 （特活）シンフォニー 公募 39,854 39,612 －

7
地域総合センター（塚
口）

1
市民協働
局

人権課 5年 H27.4.1 H32.3.31 （株）ハウスビルシステム 公募 37,773 37,883 ✔

8 中央地区会館 1
市民協働
局

中央地域
振興セン
ター

5年 H24.4.1 H29.3.31
（公財）尼崎市スポーツ振
興事業団

非公募 29,448 29,395 －

9 小田地区会館 1
市民協働
局

小田地域
振興セン
ター

5年 H24.4.1 H29.3.31
尼崎都市美化推進企業組
合

公募 23,843 23,829 －
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No 施設名称
施
設
数

所管局 所管課 期間 始期 終期 指定管理者名称
公募
非公募

平成27年度
指定管理料
（千円）

平成28年度
指定管理料
（千円）

監査
対象

10 大庄地区会館 1
市民協働
局

大庄地域
振興セン
ター

5年 H24.4.1 H29.3.31 大庄地区婦人連絡協議会 公募 21,546 21,423 ✔

11 立花地区会館 1
市民協働
局

立花地域
振興セン
ター

5年 H24.4.1 H29.3.31 尼崎中高年事業（株） 公募 19,596 19,496 －

12 武庫地区会館 1
市民協働
局

武庫地域
振興セン
ター

5年 H24.4.1 H29.3.31
三菱電機ライフサービス
（株）

公募 23,700 23,549 －

13 園田地区会館 1
市民協働
局

園田地域
振興セン
ター

5年 H24.4.1 H29.3.31 尼崎中高年事業（株） 公募 21,013 20,890 －

14 園田東会館 1
市民協働
局

園田地域
振興セン
ター

5年 H27.4.1 H32.3.31 （株）ハウスビルシステム 公募 11,775 11,076 －

15 老人福祉工場（2施設） 2
健康福祉
局

高齢介護
課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（公社）尼崎市シルバー人
材センター

非公募 13,118 13,118 －

16
総合老人福祉センター
(特A館)

1
健康福祉
局

高齢介護
課

5年 H26.4.1 H31.3.31
（社福）尼崎市社会福祉協
議会

公募 48,623 48,623 －

17
老人福祉センタ ー (A
館)4施設

4
健康福祉
局

高齢介護
課

10年 H21.4.1 H31.3.31
（社福）尼崎市社会福祉協
議会

非公募 197,982 196,616 ✔

18 たじかの園 1
健康福祉
局

障害福祉
課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（社福）尼崎市社会福祉事
業団

非公募 139,095 142,304 ✔

19
身体障害者福祉セン
ター

1
健康福祉
局

障害福祉
課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（社福）尼崎市社会福祉事
業団

非公募 68,798 69,365 －

20 身体障害者福祉会館 1
健康福祉
局

障害福祉
課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（特活）尼崎市身体障害者
連盟福祉協会

非公募 5,333 5,347 －

21 あこや学園 1
健康福祉
局

障害福祉
課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（社福）尼崎市社会福祉事
業団

非公募 134,720 134,595 －

22
身体障害者デイサービ
スセンター

1
健康福祉
局

障害福祉
課

5年 H26.4.1 H31.3.31
（社福）尼崎市社会福祉事
業団

公募 68,412 68,349 －

23 墓園（2施設） 2
健康福祉
局

生活衛生
課

5年 H26.4.1 H31.3.31 （公財）尼崎環境財団 非公募 16,815 19,355 －

24 弥生ケ丘斎場 1
健康福祉
局

生活衛生
課

5年 H26.4.1 H31.3.31 （公財）尼崎環境財団 非公募 209,911 211,875 ✔

25 すこやかプラザ 1
こ ど も青
少年本部
事務局

こども家庭
支援課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（特活）子どものみらい尼
崎

公募 48,732 48,732 －

26 尼崎学園 1
こ ど も青
少年本部
事務局

こども家庭
支援課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（社福）尼崎市社会福祉事
業団

非公募 180,109 190,451 ✔

27 美方高原自然の家 1
こ ど も青
少年本部
事務局

青少年課 5年 H24.4.1 H29.3.31
（公財）日本アウトワード・
バウンド協会

公募 130,936 130,891 ✔

28 青少年体育道場（城内） 1
こ ど も青
少年本部
事務局

青少年課 5年 H24.4.1 H29.3.31 尼崎市剣道連盟 非公募 －

29 青少年体育道場（園田） 1
こ ど も青
少年本部
事務局

青少年課 5年 H24.4.1 H29.3.31 尼崎市スポーツ少年団 非公募 －

30 青少年体育道場（立花） 1
こ ど も青
少年本部
事務局

青少年課 5年 H24.4.1 H29.3.31 尼崎市スポーツ少年団 非公募 －

31 青少年いこいの家 1
こ ど も青
少年本部
事務局

青少年課 5年 H27.4.1 H32.3.31
尼崎市スポーツ振興事業
団・イオンディライト共同体

公募 27,178 27,178 －

32 富松住宅 1
都市整備
局

住宅・住ま
いづくり支
援課

3年 H28.4.1 H31.3.31 富松ナビ・みらい 公募 8,204 7,500 ✔

33
市営住宅北部（37施設）
（市営・改良・コミュニティ
等）

37
都市整備
局

住宅管理
担当

5年 H28.4.1 H33.3.31 （株）東急コミュニティー 公募 273,486 294,119 －

1,619 1,619
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(注)1.女性勤労婦人センターには、協働・男女参画課が所管するトレピエ（平成 27 年度の指定管

理料 43,717 千円、平成 28 年度指定管理料（予算）43,699 千円）と、生活安全課が所管する

消費センター（平成 27 年度指定管理料 5,782 千円、平成 28 年度指定管理料（予算）5,782

千円）が含まれている。 

８．監査実施期間 

平成 28 年 6 月 10 日から平成 29 年 1 月 23 日まで 

９．外部監査人補助者 

包括外部監査人を補助させるため、次の者を補助者に選任した。 

公認会計士 

牧野康幸、伊東昌一、寺門知子、 

藤田道代、山本繁行、芦田真理子、湯本規子、明定大介、

木村真悠子 

No 施設名称
施
設
数

所管局 所管課 期間 始期 終期 指定管理者名称
公募
非公募

平成27年度
指定管理料
（千円）

平成28年度
指定管理料
（千円）

監査
対象

34
市営住宅南部（60施設）
（市営・改良・コミュニティ
等）

60
都市整備
局

住宅管理
担当

5年 H28.4.1 H33.3.31 日本管財（株） 公募 505,896 464,298 ✔

35 阪神尼崎駅前駐車場 1
都市整備
局

道路課 3年 H27.4.1 H30.3.31 タイムズ２４（株） 公募 37,512 37,462 －

36
自転車等駐車場（北西
部）

1
都市整備
局

放置自転
車対策担
当

5年 H27.4.1 H32.3.31
尼崎中高年事業（株）･（公
社）尼崎市シルバー人材
センター共同事業体

公募 155,319 153,408 －

37
自転車等駐車場（北東
部）

1
都市整備
局

放置自転
車対策担
当

5年 H27.4.1 H32.3.31
（公財）自転車駐車場整備
センター・（株）駐輪サービ
ス共同事業体

公募 65,478 64,573 －

38 自転車等駐車場（南部） 1
都市整備
局

放置自転
車対策担
当

5年 H27.4.1 H32.3.31
（株）阪神ステーションネッ
ト・（株）アーキエムズ共同
事業体

公募 20,904 22,072 －

39 魚つり施設、駐車場 1
都市整備
局

公園維持
課

5年 H27.4.1 H32.3.31 （株）ハウスビルシステム 公募 0 0 －

40
有料公園施設（記念公
園）

1
都市整備
局

公園維持
課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（公財）尼崎市スポーツ振
興事業団

非公募 231,671 231,782 ✔

41

有料公園施設（5施設）
（特定公園（橘・小田南・
西向島・猪名川）・魚つり
公園軟式野球場等）

5
都市整備
局

公園維持
課

5年 H24.4.1 H29.3.31 パークマネジメント尼崎 公募 138,939 138,939 －

42
社会体育施設（7施設）
（地区体育館・屋内プー
ル）

7
教育委員
会事務局

スポーツ振
興課

5年 H24.4.1 H29.3.31
（公財）尼崎市スポーツ振
興事業団

非公募 255,814 255,809 ✔

43 北図書館 1
教育委員
会事務局

中央図書
館

5年 H28.4.1 H33.3.31 （株）図書館流通センター 公募 97,112 96,396 ✔

155 3,515,348 3,507,377合計
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１０．利害関係 

尼崎市と包括外部監査人及び補助者との間には、いずれも監査の対象と

した事件について地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関

係はない。 
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第２編 指定管理者制度及び尼崎市指定管理者制度の概要

【１】指定管理者制度の概要 

１．指定管理者制度の概要 

（１）公の施設の意義 

公の施設とは、地方自治法第 244 条第 1 項に規定する、「住民の福祉を増

進する目的をもってその利用に供するため地方公共団体が設けた施設」を

いう。 

地方自治法 

（公の施設） 

第 244 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその

利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

2 普通地方公共団体（次条第 3 項に規定する指定管理者を含む。次項にお

いて同じ。）は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを

拒んではならない。 

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な

差別的取扱いをしてはならない。 

一般的な公の施設の例としては、体育施設（体育館、野球場、テニス

コート、プールなど）、教育文化施設（博物館、図書館、コミュニティセン

ター）、社会福祉施設（老人福祉施設、児童福祉施設、障がい者福祉施設、

保育所）、その他（駐車場、駐輪場、公園、公営住宅、斎場）などが挙げら

れる。なお、市役所庁舎や区役所庁舎などはこれに該当しない。 

（２）指定管理者制度の意義 

指定管理者制度は、民間事業者も含めて、地方公共団体が指定する法人

その他の団体（指定管理者）に、公の施設の管理を委ねる制度である(地方

自治法第 244 条の 2第 3項)。 

従来、公の施設の管理を地方公共団体が第三者に委ねる場合は、公共団

体、公共的団体、地方公共団体の出資法人といった団体に限るという制約

があった。しかし、平成 15 年 9 月の地方自治法の一部改正により、公の施

設の管理に関しては、地方公共団体が直接管理するもの以外、すべて指定

管理者制度を適用することとなった。 

これが、従来の「管理委託制度」に替えて住民サービスの向上や経費の

節減等を図ることを目的に創設された「指定管理者制度」である。 
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公の施設

　　依頼 　　運営管理

尼崎市

（設置者）

出資法人

公共団体

公共的団体

管理委託契約

これまでの管理委託制度

　　管理代行 　　運営管理

公の施設

尼崎市

（設置者）
指定管理者

協定

指定管理者制度になると

出資法人等

公共団体等

公共的団体等

個人は対象外

団
体
特
定
・
公
募
等

申
請

選定委員会による候補者の選定

↓

市として候補者の決定

↓

議会の議決

指定
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【管理委託制度と指定管理者制度の比較】 

(地方自治法、総務省自治行政局長通知（通知平成 15年 7月 17 日総行行第 87 号）より監査人が要約） 

指定管理者制度 管理委託制度

行政処分 契約関係

・法人その他の団体（法人格は必要な
  し）
・個人は不可

・地方公共団体の出資法人
 （一定条件あり）
・公共団体
・公共的団体

・施設の設置条例に指定管理者による
  管理を規定する。
・事業者の公募、申請の方法や指定の
  要件などを「指定の手続」として条例
  で規定し、これにより選定した事業者
  を議会の議決を経て指定管理者に
  指定する。
・あらかじめ地方公共団体と指定管理
  者との間で協議し、協定を締結する。

施設の設置条例に管理委託の規定を
設け、出資法人等を相手方として契約
を締結する。

・施設の使用許可
・使用許可の取消し

条例の定めるところにより、指定管理者
に行わせることができる。

受託者に行わせることができない。

・使用料の督促、催告、滞納
  処分、過料の賦課徴収
・不服申立てに対する決定
・行政財産の目的外使用許可

休館日、開館時間、使用制限
の要件等

「管理の基準」として、条例で規定する
ことで、指定管理者が市長の承認を得
て定められる。

条例又は条例の施行規則等で規定す
る。

利用料金制

公の施設の設置者としての責任 市

市が条例で規定する基本的枠組みの範囲内で、指定管理者又は管理受託者
が市長の承認を得て利用料金を定められる。（公益上必要があると認める場合
は、市が定める。）

法令上、地方公共団体あるいは長に専属的に付与された行政処分であり、指
定管理者(受託者）に行わせることはできない。業

務
関
係

管理者の選定方法
指定（委託）の手続

管理の主体

公の施設の設置者と管理者との関係・法
的性格
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（３）指定管理者制度に関する規定 

指定管理者制度の基本的な事項については、地方自治法が規定しており、

また、総務省通知も発出されている。その他の詳細については、各地方公

共団体が規定している。 

関連する、地方自治法及び総務省通知は次のとおりである。 

地方自治法 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第 244 条の 2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の

定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項

は、条例でこれを定めなければならない。 

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める

特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占

的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の 3 分の 2 以上

の者の同意を得なければならない。 

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必

要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体

であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第 244 条の

4 において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせるこ

とができる。 

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基

準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

地方自治法

総務省通知

条例

指定管理者制度について
（指針）

市でルールを規定
（ガイドライン・指針等により、

市としての考え方や基準を

示す）

国で統一的に規定
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6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか

じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関

し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出

しなければならない。 

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する

公の施設の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指

定管理者の収入として収受させることができる。 

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除く

ほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この

場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通

地方公共団体の承認を受けなければならない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の

管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理

の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をするこ

とができる。 

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当

該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、そ

の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を

命ずることができる。 

総務省自治行政局長通知（通知平成 15 年 7 月 17 日総行行第 87 号） 

（第 2 公の施設の管理に関する事項） 

今般の改正は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応する

ため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を

図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものであり、下記の

点に留意のうえ、公の施設の適正な管理に努められたいこと。 

1 指定管理者に関する事項 

（1）今般の改正により導入される指定管理者制度は、地方公共団体が指定

する法人その他の団体に公の施設の管理を行わせようとする制度であり、

その対象は民間事業者等が幅広く含まれるものであること。（第 244 条の 2

第 3項関係） 

（2）地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用



15 

の許可を行わせることができるものであるが、使用料の強制徴収（第 231

条の 3）、不服申立に対する決定（第 244 条の 4）、行政財産の目的外使用許

可（第 238 条の 4 第 4 項）等法令により地方公共団体の長のみが行うこと

ができる権限については、これらを指定管理者に行わせることはできない

ものであること。（第 244 条の 2第 3項関係） 

（3）指定に当たって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようと

する公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等である

こと。（第 244 条の 2第 6項関係） 

2 条例で規定すべき事項 

（1）指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範

囲その他必要な事項は条例で定めることとされており、その具体的な内容

は以下のとおりであること。（第 244 条の 2第 4項関係） 

①「指定の手続」としては申請の方法や選定基準等を定めるものであるこ

と。なお、指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出さ

せることとし、選定する際の基準としては例えば次のような事項を定めて

おく方法が望ましいものであること。 

ア 住民の平等利用が確保されること。 

イ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費

の縮減が図られるものであること。 

ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有してい

ること。 

②「管理の基準」としては、住民が当該公の施設を利用するに当たっての

基本的な条件（休館日、開館時間、使用制限の要件等）のほか、管理を通

じて取得した個人に関する情報の取扱いなど当該公の施設の適正な管理の

観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項を定めるものであるこ

と。 

③「業務の範囲」としては、指定管理者が行う管理の業務について、その

具体的範囲を規定するものであり、使用の許可まで含めるかどうかを含

め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的や態様等に応じて設定するも

のであること。 

（2）旧法第 244 条の 2 第 4 項及び第 5 項と同様、指定管理者制度において

も、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができること

とし、当該利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例



16 

の定めるところにより、指定管理者が定めるものとしていること（第 244

条の 2第 8項及び第 9項関係）。 

（3）指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公

共団体と指定管理者の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協

定等を締結することが適当であること。 

3 適正な管理の確保等に関する事項 

（1）「事業報告書」においては、管理業務の実施状況や利用状況、料金収

入の実績や管理経費等の収支状況等、指定管理者による管理の実態を把握

するために必要な事項が記載されるものであること。（第 244 条の 2 第 7 項

関係） 

（2）清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託

することは差し支えないが、法律の規定に基づいて指定管理者を指定する

こととした今回の制度の趣旨にかんがみれば、管理に係る業務を一括して

さらに第三者へ委託することはできないものであること。 

（3）指定管理者が通じて取得した個人情報については、その取扱いについ

て十分留意し、「管理の基準」として必要な事項を定めるほか、個人情報保

護条例において個人情報の保護に関して必要な事項を指定管理者との間で

締結する協定に盛り込むことを規定する等、必要な措置を講ずべきもので

あること。また、指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行う

こと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮されたいこと。 

 その際、「地方公共団体における個人情報保護対策について」（平成 15 年

6 月 16 日付け総行情第 91 号総務省政策統括官通知）の内容を十分に踏ま

えて対応されたいこと。 

4 その他 

道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体

が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができないものである

こと。 
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【２】尼崎市の指定管理者制度の概要 

１．尼崎市の指定管理者制度の導入及び運用の流れ 

尼崎市では、法令等の規定により指定管理者制度が導入できないとされ

ている公の施設を除き、すべての公の施設について、今日的視点から施設

のあり方などを検討する中で、市民サービスの向上や管理経費の縮減など、

制度導入による効果が見込める施設については指定管理者制度を導入して

いくこととしている（「指定管理者制度について（指針）」（平成 26 年 4 月

最終改訂）より）。 

「指定管理者制度について（指針）」（平成 26 年 4 月最終改訂）は主に、

指定管者制度の導入時の方針を定めたものであるが、指定管理者制度の運

用については、次のとおり、協定書に記載すべき項目名などが定められて

いる。 

Ⅱ 指定管理者制度導入に係る指針 

 6 協定の締結（以下、項目のみの記載とする） 

（１）基本協定書に定める主な事項 

ア 協定期間 

イ 基本的な業務の範囲及びその履行方法 

ウ 事業報告書及び月例報告書の提出 

エ 管理業務実施状況等の確認及び評価、又は業務の改善指示につ 

いて 

オ 指定の取り消し 

カ 損害賠償責任 

キ 再委託等の禁止 

ク 業務の引継方法 

ケ 自主事業及び自主事業の引継ぎ 

コ 危険負担 

サ 情報公開条例等の遵守及び個人情報の取扱い 

シ その他必要な事項 

（２）年度協定書に定める主な事項 

ア 協定期間 

イ 具体的な業務内容及びその履行方法 

ウ 支払うべき管理経費の額、支払時期及び支払方法 

エ その他必要な事項 

 ７ 適正な管理の確保 

（１）事業報告書の提出 

 指定管理者に提出させる事業報告書は、毎年度終了後 30 日以内に
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提出させるものとし、次に掲げる事項について報告を求めるものと

する。なお、報告すべき事項については、あらかじめ基本協定で定

めておくこと。 

ア 実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事 

業を含む。） 

イ 管理業務に係る実施状況 

ウ 施設の利用状況 

エ 使用料収入の実績 

オ 管理経費等の収支状況 

カ 施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況 

キ 1 年間の管理実績を踏まえての課題及び次年度に向けた対応策 

ク その他必要な事項 

（２）業務の調査及び評価、指示 

 公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、適宜、

公の施設の管理の業務や経理の状況に関して報告を求めるほか、随

時、指定管理者と協議を行い、利用者のニーズ把握等に努めること。

管理の業務や経理の状況に関しての報告は、上記(1)の事業報告書で求

める事項や寄せられた利用者の意見などをもとに必要な事項について

毎月求めるものとし、翌月 10 日までに提出させること。なお、この月

例報告に係る詳細についても、あらかじめ基本協定で定めておくこ

と。また、所管部署において、業務の履行状況、経理状況等が良好

か、利用者のニーズを踏まえた取組が行われているかなどについて、

実地による調査、又は利用者アンケートなどにより確認し、毎年度評

価を実施することとする。なお、具体的な確認調査事項、評価事項等

については、所管部署と指定管理者が協議して定めるものとする。調

査、評価の結果、管理が適切に行われていない場合等は、その改善を

図るよう指定管理者に必要な指示を行うものとする。 

上記のほかには、尼崎市における、指定管理者制度の導入及び実施の具

体的な業務の流れについて明文化されたルールはないが、概ね次のとおり

運用されている。 
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ＰＤＣＡ
施設のあり方
管理のあり方（指定管理者制度の導入要否）
指定管理者に行わせる業務の範囲、期間
指定管理者の選定方法
使用許可権限
条例の整備
条例に定める事項
募集の単位
募集方法及び募集期間
募集要項・業務仕様書の作成
　・営業日・営業時間
　・業務の内容及び履行方法
　・責任とリスクの分担
　・危機管理
　・法令遵守
選定基準の作成
指定管理者候補者選定委員会
仮基本協定の締結
議会への指定議案の提出
指定管理者の指定（基本協定の発効）

７．協定の締結 年度協定の締結
業務の引継ぎ
基本事業計画書
年度事業計画書
適正な管理業務の確保
管理規則、要綱等
料金の減免
施設利用者への対応
施設設備及び備品の管理
施設設備等の修繕
経理・会計処理
業務の再委託
行政財産の使用許可
事業報告書の提出
事業報告書の内容
月例報告書
随時の報告、協議
管理業務の継続が困難になった場合の対応
業務・経理状況の報告、実地調査
モニタリング
　・経営状況の確認
　・苦情等への対応
　・文書の管理
　・施設使用料と原価率
指定管理料の精算
指定の取消し及び業務の停止
評価基準の決定
評価
評価結果の活用
評価結果の公表（指定管理者モニタリング評価）
指定期間の終了と再指定
市・次期指定管理者への引継ぎ
現状回復

導入・運用手順

１１．引継ぎ

１０．評価

９．事業報告書等のチェック、
　　モニタリング

８．指定管理者の管理の実施

６．議会への提案

３．条例の整備

２．事業条件の検討

１．事前の検討

５．指定管理者候補者の選定

４．指定管理者の募集

P

P

D

C

A
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（１）指定管理者制度の導入及び運用の全体の流れについて 

① 事前の検討～指定管理者の募集 

尼崎市では、施設の今後のあり方に関する基本方針をもとに、指定管理

者制度の導入可否を含めた施設運営管理のあり方を検討し、指定管理者制

度を採用する施設については、指定管理者に行わせる業務の範囲・期間や

権限について検討し、必要に応じて当該施設に係る設置管理条例の改正を

行う。なお、指定管理者の選定は、原則として公募により行うが、「指定管

理者制度について（指針）」（平成 26 年 4 月最終改訂）に定める要件を満た

す場合は、非公募により特定の団体を指定管理者とすることができるとし

ている。 

② 指定管理者候補者の選定～協定の締結 

指定管理者の募集・選定にあたっては、公募による場合には指定管理者

候補者選定委員会を開催し、非公募による場合にはこれを経ずに、募集要

項や業務仕様書に基づき指定管理者候補者を選定する。指定管理者候補者

が決定すると候補者との間で基本協定（指定管理者の選定後、議会の議決

を得たときに本協定として認められる条件を付した仮協定）を締結し、議

会の議決を経て指定管理者が指定される。 

③ 指定管理者の管理の実施 

尼崎市では、設置管理条例、募集要項・業務仕様書、協定等において、

施設設備及び器具備品の管理方針や、修繕を行う場合の尼崎市と指定管理

者の業務分担、管理業務の再委託についての限定、指定管理料の精算の要

否、指定管理者に求める損害賠償責任保険の内容などの事項を規定し、指

定管理者に対しこれらに基づき管理運営を行うことを求めている。指定管

理者は、上記に加えて随時所管課と協議しながら適正な管理業務の確保に

努めることとなる。 

④ 事業報告書等のチェック、モニタリングと評価 

尼崎市は、指定管理者の業務管理実施状況を随時チェックし、管理業務

が適正かつ効果的・効率的に実施されているか、また毎年度指定管理者が

提出する事業計画書等に基づく目標が達成されているかについてモニタリ

ングを実施する。そして、毎年度末において指定管理業務の結果を評価し、

指定管理者に対してフィードバックすることにより、指定管理者の次年度
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以降の業務改善に生かすこととなる。また、仮に指定管理者が尼崎市の指

示に従わず、管理業務を継続することが適当ではないと認められるときに

は、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止

を命ずることができる。 
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２．尼崎市の公の施設と指定管理者制度導入施設 

（１）尼崎市の指定管理者制度導入施設の状況 

尼崎市は、既述のとおり、「法令等の規定により指定管理者制度が導入で

きないとされている公の施設を除き、すべての公の施設について、市民

サービスの向上や管理経費の縮減など、制度導入による効果が見込める施

設については、指定管理者制度を導入していくこととしている。」と定めて

（「指定管理者制度について（指針）」（平成 26 年 4 月最終改訂）より要約）

おり、指定管理者制度導入の範囲は次のとおり年々拡大している。 

平成 16 年度に初めて指定管理者制度を導入し、平成 27 年度は、第 3 回

目の指定管理期間となっている施設も多い一方、地域総合センターなど 1

回目の指定管理期間がスタートしている施設もあり、43 施設について指定

管理者制度を導入している。 

平成
16
年度

平成
17
年度

平成
18
年度

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

平成
25
年度

平成
26
年度

平成
27
年度

平成
28
年度

平成
29
年度

平成
30
年度

平成
31
年度

平成
32
年度

市民協働局 協働・男女参画課

市民協働局 人権課

市民協働局 人権課

市民協働局 人権課

市民協働局 人権課

市民協働局 人権課

市民協働局 人権課

市民協働局
中央地域振興セ

ンター

市民協働局
小田地域振興セ

ンター

地域総合センター（水堂本館・分館）

地域総合センター（今北）

地域総合センター（南武庫之荘）

地域総合センター（塚口）

女性・勤労婦人センター

地域総合センター
（上ノ島本館・分館）

地域総合センター（神崎分館）

施設名
所管課

中央地区会館

小田地区会館
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平成
16
年度

平成
17
年度

平成
18
年度

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

平成
25
年度

平成
26
年度

平成
27
年度

平成
28
年度

平成
29
年度

平成
30
年度

平成
31
年度

平成
32
年度

市民協働局
大庄地域振興セ

ンター

市民協働局
立花地域振興セ

ンター

市民協働局
武庫地域振興セ

ンター

市民協働局
園田地域振興セ

ンター

市民協働局
園田地域振興セ

ンター

健康福祉局 高齢介護課

健康福祉局 高齢介護課

健康福祉局 高齢介護課

健康福祉局 障害福祉課

健康福祉局 障害福祉課

健康福祉局 障害福祉課

健康福祉局 障害福祉課

健康福祉局 障害福祉課

健康福祉局 生活衛生課

健康福祉局 生活衛生課

施設名
所管課

老人福祉工場（2施設）

たじかの園

身体障害者福祉センター

身体障害者福祉会館

弥生ケ丘斎場

老人福祉センター(A館)4施設

大庄地区会館

立花地区会館

武庫地区会館

園田地区会館

園田東会館

あこや学園

総合老人福祉センター(特A館)

身体障害者デイサービスセンター

墓園（2施設）
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平成
16
年度

平成
17
年度

平成
18
年度

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

平成
25
年度

平成
26
年度

平成
27
年度

平成
28
年度

平成
29
年度

平成
30
年度

平成
31
年度

平成
32
年度

こども青少年本部
事務局

こども家庭支援課

こども青少年本部
事務局

こども家庭支援課

こども青少年本部
事務局

青少年課

こども青少年本部
事務局

青少年課

こども青少年本部
事務局

青少年課

こども青少年本部
事務局

青少年課

こども青少年本部
事務局

青少年課

都市整備局
住宅・住まいづくり

支援課

都市整備局 住宅管理担当

都市整備局 住宅管理担当

都市整備局 道路課

都市整備局
放置自転車対策

担当

都市整備局
放置自転車対策

担当

都市整備局
放置自転車対策

担当

都市整備局 公園維持課

施設名
所管課

美方高原自然の家

すこやかプラザ

尼崎学園

青少年体育道場（城内）

青少年体育道場（園田）

青少年体育道場（立花）

市営住宅北部（37施設）
（市営・改良・コミュニティ等）

市営住宅南部（60施設）
（市営・改良・コミュニティ等）

青少年いこいの家

魚つり施設、駐車場

自転車等駐車場（北東部）

自転車等駐車場（南部）

阪神尼崎駅前駐車場

自転車等駐車場（北西部）

富松住宅
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（２）尼崎市指定管理者制度を導入していない公の施設について 

平成 28 年 4 月 1 日現在、指定管理者制度を導入していない公の施設とそ

の理由について質問したところ、尼崎市より次のとおりの回答を得た。 

平成
16
年度

平成
17
年度

平成
18
年度

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

平成
25
年度

平成
26
年度

平成
27
年度

平成
28
年度

平成
29
年度

平成
30
年度

平成
31
年度

平成
32
年度

都市整備局 公園維持課

都市整備局 公園維持課

教育委員会
事務局

スポーツ振興課

教育委員会事務
局

中央図書館

第1回目選定 第2回目選定 第3回目選定 第4回目選定

北図書館

社会体育施設

記念公園

有料公園施設（5施設）（特定公
園（橘・小田南・西向島・猪名
川）・魚つり公園軟式野球場等）

施設名
所管課

№
例規名称

（制定年月日）

制度
導入
の有
無
※

施設名 指定管理制度を導入しない理由

1

尼崎市立消費生活セ
ンターの設置及び管
理に関する条例
（昭和45年9月12日）

×
危機管
理安全
局

生活安全
課

尼崎市立
消費生活
センター

同センター内には、消費生活センター・計量担当
職員1名・嘱託員2名を配置しており、消費生活セ
ンター業務のほか、計量業務を行っているところで
ある。
消費生活センター業務及び計量業務の大部分は
委託化を行っているが、計量業務のうち立入検査
については計量法第148条の規定により、市長が
その職員に立入を行わせるものとなっている。以
上のことから、現状として、両業務の企画立案及
び立入検査等を行う職員のみを配置し指定管理
制度を導入していない経過がある。
※なお、消費生活センターについては、女性・勤
労婦人センターとの複合施設になっており、館の
維持管理は女性・勤労婦人センターの指定管理
者に委託しているところである。

施設所管課

※　指定管理者の制度導入の有無　：　△＝一部導入　、×＝未導入
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例規名称
（制定年月日）

制度
導入
の有
無
※

施設名 指定管理制度を導入しない理由

尼崎市立地域研究史
料館の設置及び管理
に関する条例
（昭和49年10月3日）

× 総務局
地域研究
史料館

地域研究
史料館

地域研究史料館は総合文化センター７階の一部
を賃借し設置していることから、館管理については
総合文化センターが行っている。
また、地域研究史料館の業務は、レファレンス業
務に加え、歴史的公文書の評価・選別・保存・公
開業務（公文書館事業）、本市の歴史に関する調
査・研究、史料の収集、市史等の刊行など、専門
性・特殊性が高い業務が主となっている。これらの
業務は、いずれも固有の専門職員を長期間計画
的に配置・育成することによってはじめて可能とな
り、数年単位で指定先が見直しとなる指定管理者
ではこれが不可能となる。現実にも、地域研究史
料館業務を受託できる事業者はないと考えられ、
指定管理者制度にはなじまない。

尼崎市立健康の家の
設置及び管理に関す
る条例
（昭和49年10月14日）

×
健康福
祉局

公害健康
補償課

健康の家
ここ4～5年施設廃止を検討してきた結果、平成28
年度をもって廃止する。

尼崎市保健所及び保
健センターの設置及
び管理に関する条例
（昭和39年4月1日）

×
健康福
祉局

保健セン
ター

保健所保
健センター

単体の施設ではなく、保健所内に検診施設と職員
の執務場所として存在している。
住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査
その他地域保健に関し必要な事業を行う必要があ
る。
検診部門について、委託化等も含め検討中。

尼崎市立衛生研究所
の設置及び管理に関
する条例
（昭和41年10月4日）

×
健康福
祉局

衛生研究
所

尼崎市立
衛生研究
所

行政権限を裏付ける確かなデータを管理監督す
るには、民間検査機関からのデータを分析、解析
する検査レベル、検査機器及び体制の維持が必
要である。
また、検査機関の変更が生じた場合、検査データ
の信頼性が極めて疑わしくなる。

尼崎市立青少年セン
ターの設置及び管理
に関する条例
（昭和49年8月1日）

×

こども青
少年本
部事務
局

青少年課
青少年セン
ター

青少年センター事業の実施主体及び館の管理運
営に関し、現在、全庁的なファシリティマネジメント
の取組の中で、旧聖トマス大学への移転を視野
に、青少年センター機能の見直しに着手している
ため。

尼崎市立児童ホーム
の設置及び管理に関
する条例
（平成26年6月27日）

×

こども青
少年本
部事務
局

児童課

明城児童
ホーム他児
童ホーム48
所

当該施設における職員配置等の運営面について
は、国の基準を遵守する必要があるため、民間の
ノウハウの活用やコスト縮減が見込めない。
国の「放課後子ども総合プラン」に基づき、各公立
小学校敷地内において市が運営する児童ホーム
（放課後児童クラブ）とこどもクラブ（放課後子供教
室）の両事業について、土曜日などの活動を中心
に”一体型”事業として連携した運営を行っている
ため、当該施設のみ指定管理者制度を導入する
ことは、一体型事業の運営上困難である。

施設所管課

※　指定管理者の制度導入の有無　：　△＝一部導入　、×＝未導入
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例規名称

（制定年月日）

制度

導入
の有
無
※

施設名 指定管理制度を導入しない理由

尼崎市立保育所の設

置及び管理に関する
条例
（昭和27年11月15日）

×

こども青

少年本
部事務
局

保育課
北難波保

育所他保
育所19所

公立保育所の今後の基本的方向の中に、将来的

に残す保育所を9所と定めている。このことを踏ま
えて、これまで民間移管を進めてきているところで
あるため。

公衆便所の設置及び

管理に関する条例
（昭和39年4月1日）

×
経済環

境局
業務課

ＪＲ尼崎駅

南公衆便
所

ほか公衆
便所７箇所

公衆便所の維持管理（清掃業務）については、公

園等便所の清掃業務と併せ、現業職員（主に環
境部問）に係る退職後の再任用職場と位置づけ
てきたものの、近年の従事する再任用職員の急激
な減少等により、平成28年度からは提案型事業委
託制度による一部委託化を実施したものである。
なお、平成30年度までの3ヶ年において年次的に
委託範囲を拡大していくとともに、平成31年度に
は全面的に委託化することを基本としているところ
である。

尼崎市立戸ノ内地区

作業所の設置及び管
理に関する条例
（平成20年3月27日）

×
都市整

備局

市街地整

備課

尼崎市立

戸ノ内地区
作業所

戸ノ内地区作業所は、地区改良事業の施行に伴

い工場の操業場所を失った者を収容するために、
市が建設し賃貸させている共同作業所であり、14
区画中、現在12区画に事業者が入所している。
14区画という小規模な施設であるため、事務量も
限られていることから、指定管理制度を導入してい
ない。

尼崎市子ども広場の

設置及び管理に関す
る条例
（昭和44年3月29日）

×
都市整

備局

公園維持

課

225施設

（件数が多
い為、施設
名は記入
せず）

現在、有料公園施設を有する特定公園について

指定管理者制度を導入している。市民サービスの
向上や管理経費の縮減など制度導入効果を勘案
し、その他の公園についても指定管理者制度の導
入について検討してきている。子ども広場につい
ては見直しに基づき廃止等の整理を行っている途
上であることから、その整理後に管理体制の見直
しを含め検討することになる。（職員数、シルバー
人材センターへの委託、地域自主管理など）

尼崎市民広場の設置

及び管理に関する条
例
（平成14年10月1日）

×
都市整

備局

市街地整

備課

庄下川東

広場

庄下川東広場については、現在、公園維持課に

より、中央公園及び阪神尼崎駅北駅前広場等とあ
わせて維持管理の業務委託がされていることか
ら、中央公園等について指定管理制度導入など
管理体制の見直しが図られる際に、当該広場につ
いても検討を行いたいと考えている。

施設所管課

※　指定管理者の制度導入の有無　：　△＝一部導入　、×＝未導入
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例規名称
（制定年月日）

制度
導入
の有
無
※

施設名 指定管理制度を導入しない理由

尼崎市防災センター
の設置及び管理に関
する条例
（平成2年3月2日）

× 消防局
企画管理
課

尼崎市防
災センター
尼崎市北
部防災セン
ター

同センターは、市民の防災意識の高揚を図るとと
もに、災害時における災害対策活動の拠点とする
ための施設として設置されたものであり、その趣旨
からもセンター利用は無料としている。また、セン
ター管理業務は、本市消防吏員OBが過去の災害
や教訓等を実体験を交えて実施している事業であ
るから、指定管理者制度の導入目的である民間の
ノウハウの活用やコスト縮減効果は見込まれない。

尼崎市立学校の設置
及び管理に関する条
例
（昭和39年4月1日）

×
教育委
員会

学校運営
課

小学校
41校
中学校
17校
高等学校
2校
幼稚園
13園
特別支援
学校1校

学校教育法第5条には学校の設置者がその設置
する学校を管理するという設置者管理主義の原則
があるため。

尼崎市立文化財施設
の設置及び管理に関
する条例
（昭和45年4月1日）

×
教育委
員会

田能資料
館担当

田能資料
館

社会教育及び文化財施設としての運営方針や利
用普及をはじめ、ボランティア・協働活動における
方針の協議や決定等、指定管理にはなじみにくい
機能を有することから、指定管理を行わず、施設の
公開や展示等も含め、嘱託職員（専門職）を活用
し管理運営を行っているため。

尼崎市立図書館の設
置及び管理に関する
条例
（平成22年10月19日）

△
教育委
員会

中央図書
館

中央図書
館

北図書館の指定管理を行うにあたり、指定管理に
はなじみにくい社会教育施設としての図書館の根
幹的な機能（図書の選書・購入と除籍図書の決
定、予算の編成・執行・決算調整、施設の整備計
画、読書活動推進計画の推進にかかる企画立
案、ボランティア・協働活動における基本的な方
針の協議や決定等）を、すべて中央図書館が担う
こととしたこと、また、図書館司書である嘱託職員
の能力を活かした質の高い市民サービスを提供す
ることが可能であるため。

尼崎市立公民館の設
置及び管理に関する
条例
（平成25年3月26日）

×
教育委
員会

中央公民
館

中央公民
館

小田公民
館

大庄公民
館

立花公民
館

武庫公民
館

園田公民
館

公民館の運営については、平成24年度末に分館
を廃止し、平成25年4月から地域学習館として運
営を地域に移管した。分館の廃止に伴い、6地区
公民館のさらなる機能強化が必要なところであり、
現行の運営を確実なものとするため、現段階にお
いて指定管理者制度の導入については考えてい
ない。しかしながら、指定管理者制度を導入して
いる自治体もあることから、当制度導入について引
き続き、検討を行いたいと考えている。

施設所管課

※　指定管理者の制度導入の有無　：　△＝一部導入　、×＝未導入
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（３）指定管理者制度導入施設の指定管理料の推移 

尼崎市における指定管理料と指定管理者制度導入施設数の推移は次のと

おりである。平成 27 年度は園田東会館、6 つの地域総合センター、2 つの

自転車等駐車場について指定管理者制度を新たに導入したため、前年度に

比較して指定管理料は 363,974 千円、指定管理者制度導入施設数は 9 件 11

施設増加している。 
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（４）監査対象施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの分布 

指定管理者制度においては、各施設の設置目的を考慮した上で、施設管

理の在り方や指定管理者に行わせる業務の範囲を検討する必要があるため、

「第３編 監査の結果及び意見」の「第２ 各論」では、体育施設、教育

文化施設、社会福祉施設、その他の施設という、施設を設置目的によって

グルーピングして記載している。 

設置目的別に各特徴を示すため、ここでは、「第３編 監査の結果及び意

見」の「第２ 各論」に記載している、調査対象とした指定管理者制度導

入施設の平成 27 年度における施設の利用状況（横軸）と利用単位当たり市

負担コスト（縦軸）の分布図を記載した。 

広く市民に利用されているのは、右側に位置する、体育施設、教育・文

化施設である。一方、社会福祉施設は施設の性質から利用者が限定的とな

るため、利用者数は体育施設や教育・文化施設に比較して少なく左側に位

置している。なお、体育施設、教育・文化施設、社会福祉施設の利用者単

位当たりコストは尼崎学園を除いては大きな差異はなかった。尼崎学園は、

社会体育施設
記念公園

美方高原自然の家

大庄地区会館

北図書館

女性・勤労婦人センター
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新園舎が完成し、平成 26 年 2 月から利用開始していることから、減価償却

額の負担が大きく、利用単位当たり市負担コストが他の施設と比較すると

大きくなっている。 

その他の施設である弥生ケ丘斎場については、利用者数（火葬件数及び

式場、遺体保管庫の利用件数の合計数）が限られることから、利用単位当

たりコストが突出して高い。 

一方、市営住宅や富松住宅は利用単位当たり市負担コストがマイナスで、

剰余金が出ている。ただし、富松住宅は、剰余金を施設撤去のための財源

に、基金として毎年積立てている。 
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第３編 監査の結果及び意見

第１ 総論  

【１】監査人の統括意見 

１．指定管理業務の実施に当たり必要となる具体的な管理業務内容の明確化 

指定管理者制度が導入される以前は、公の施設の設置者である地方公共

団体は、その出資団体等と管理委託契約を締結し、受託団体は当該契約に

基づき管理運営業務を行っていた。一方、指定管理者制度は、条例で定め

る手続と議会の議決により民間事業者等の中から指定された指定管理者に、

公の施設の管理を代行させる制度であり、指定管理者は地方自治法や条例

等の範囲内で主体的に業務を行うことになる。 

このため、施設の目的や業務の範囲、指定の手続など公の施設の設置条

例で定める事項のほかにも、管理業務の実施にあたって必要となる具体的

な内容を、地方公共団体と指定管理者が双方協議し、誤解のないよう認識

した上で、指定管理業務を実行させる必要がある。 

しかし、尼崎市では、指定管理者の管理業務の範囲が協定書上、具体的

かつ明確に定められていないため、次のとおり、指定管理者による管理業

務の代行が不十分である施設が散見された。双方協議の上、指定管理業務

の範囲について誤解のないよう、協定書上、具体的かつ明確に定め、適切

に指定管理業務を実施させることが望まれる。 

・市貸与備品の現物確認の未実施 

・管理業務の再委託について事前承認の文書化の未実施 

・再委託先が暴力団でないことの確認の未実施 

・資本的支出の購入年度における固定資産台帳への未登録 

・建築物点検の結果発見された事項への未対応 

また、尼崎市においては、多くの施設について、老朽化に伴い、指定管

理業務の管理経費合計額に対する修繕費金額の占める割合が大きくなって

いる。そして、当該修繕費予算額は、当年度に指定管理業務として実施す

る予定の修繕工事の見積り額の集計結果ではないにも関わらず、実績額を

もって精算されてない施設が散見された。 

必要な日常的修繕・維持工事については、先延ばしせずに指定管理業務

として実施すべきであるが、このような状況においては、指定管理者が利
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得を得るために、本来指定管理業務として実施すべき、日常的施設の修

繕・維持が先延ばしにされる惧れがある。 

すなわち、尼崎市が、募集要項に、指定管理期間に亘る指定管理業務と

して実施すべき修繕工事計画を提示の上、修繕費の予算額を提案させ、評

価項目のひとつとして指定管理者を選定することが、経費節減という観点

からは望ましい。しかし、財源の確保が不透明で、指定管理期間に亘る具

体的な修繕工事計画を、尼崎市が募集要項に提示できない現況において、

指定管理者候補者が、修繕工事見積り額の積み上げによる修繕費予算額を

提案することは難しく、修繕費は過去の実績額をベースとして提案せざる

をえない。そして、このような状況下においては、指定管理業務として実

施すべき、日常的施設の修繕・維持工事の具体的な工事実施計画が明確に

なっておらず、指定管理者はこれらの工事を先延ばしすることで修繕費を

抑え、予算未執行額を利得として得る惧れがある。 

このような事態に陥ることを防止するためには、現状においては、少な

くとも、指定管理業務として実施する修繕・維持工事の範囲及び、協定書

に規定のない修繕工事が必要となった場合の尼崎市と指定管理者間の費用

負担等を協定書上明確にして、それに従い指定管理者が、修繕・維持工事

を実施した上で、修繕費については毎年、実績額をもって精算することが

望まれる（詳細については、「【２】主要な監査の結果及び意見の要約２．

（３）①修繕費についての市と指定管理者費用負担の明確化と精算」を参

照）。 

２．施設の設置者としての責任を果たすためのモニタリング及び評価の実施 

指定管理者は、設置者に代わって公の施設の管理を行う権限を有しては

いるが、当該施設の設置者及び事務の主体として責任を負うのは地方公共

団体である。 

したがって、指定管理業務開始後においても、指定管理者の業務が適切

に行われているか確認するために業務の実施状況をモニタリングし、必要

に応じて、指示や協議を行う必要がある。また、施設の設置目的を達成し

得る質の高いサービスの提供と、経費の縮減がバランスよく達成されてい

るかという点を評価し、認識された課題を改善へつなげていくという PDCA

サイクルの徹底も図るべきである。 

このように指定管理者が協定書等に定められた範囲の管理運営業務を適

切に行っているかをモニタリングし、また、PDCA サイクルの徹底を図る評
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価を行うためには、設置者である地方公共団体は、業務の実施状況や目標

管理指標に関する情報を指定管理者から得る必要がある。 

しかし、尼崎市においては指定管理者から十分な報告を受けていないた

め、次のとおり、モニタリングや評価を十分に行えていない施設が見受け

られた。協定書上、双方の役割分担を明確にした上で、モニタリングや評

価に必要な情報について、定期的に報告を受けることが望まれる。 

・指定管理者の目標管理指標が未設定であるため、PDCA サイクルの徹底を

図る評価ができていない 

・指定管理業務に関する協議録が作成されていない 

また、次のとおり、協定書上、指定管理業務に対応する管理経費の範囲

が明確でないため、指定管理業務に必要な費用を尼崎市が把握することが

困難となっている施設があった。指定管理者制度導入の主要な目的である

管理経費の縮減のためには、指定管理業務に必要な費用を尼崎市が正確に

把握することが重要である。尼崎市は、管理経費の範囲について、協定書

上、具体的かつ明確に定め、そのとおりに計算された、適切な管理経費決

算額の報告を受けるべきである。 

・自主事業経費を指定管理業務に係る費用に含めて報告している 

・剰余金を指定管理業務に係る費用に含めて報告している 

・管理経費決算額として、管理経費予算額を報告している 

・指定管理業務に対応する、共同事業体の各構成員の責任分担や合意され

た取り分額についての協定書が締結されていない 

・共通経費の按分基準や管理経費の計上基準が不明確である 

・共通経費按分基準が継続して適用されていない 

・管理経費実績額が実績と異なる金額として報告されている 

なお、「第２ 各論」では個別に記載はしていないが、指定管理業務にか

かる管理経費（決算額）に、指定管理者が自らの事務手数料を含めて報告

している団体と、含めずに報告している団体があり、尼崎市としては、管

理経費の範囲が統一されていない状態であった。指定管理者制度導入施設

の管理業務に必要な費用を施設間や年度で比較分析し、より適切な管理経

費の把握を行うという観点からは、事務手数料に対する尼崎市の基本方針

を募集要項上明確にすべきであると考える。 



35 

３．協定書で定めるべき事項を網羅したモデル協定書の策定 

協定書において定めるべき内容は、各施設の設置目的や設置者である地

方公共団体の施策、施設の機能や規模、指定管理者の形態などによって異

なる。しかし、上記１．及び２．に記述のとおり、管理業務の実施にあ

たって必要となる具体的な内容や、施設の設置者の責任を果たすためのモ

ニタリングや評価に必要な事項が記載されている事業報告書や管理経費の

決算額の報告など、協定書の中で規定すべき事項には、各施設に共通する

部分も少なくない。 

尼崎市においては、全市の指定管理者制度に関する方針として、「指定管

理者制度について（指針）」（平成 26 年 4 月最終改訂）を策定している。同

指針は主に、指定管者制度の導入時の方針を定めたものであるが、協定書

に記載すべき主な事項を列挙するに留まり、その内容は具体的に提示され

ていない（「第２編 指定管理者制度及び尼崎市指定管理者制度の概要 

【２】尼崎市の指定管理者制度の概要」を参照）。 

他の地方公共団体では、公の施設の指定管理者制度に関する具体的なガ

イドラインや基本方針の中で、モデル協定書を提示し、協定書で定めるべ

き事項の漏れを防止するための参考資料としている例もある。協定書上、

明確かつ具体的な取り決めがされていないことが、１．及び２．の課題が

生じている要因であり、今回の包括外部監査を機会に、今一度協定書にお

いて定めるべき具体的内容について検討し、「指定管理者制度について（指

針）」（平成 26 年 4 月最終改訂）の改定などにより、尼崎市のモデル協定書

を策定し、今後の業務に利用されたい。 

参考として、設置者である地方公共団体と指定管理者との間で問題とな

りやすい事項も含め、一般的に協定書へ具体的に記載すべきと監査人が考

える主な項目例について、次のとおり記載する（なお、ここでは、基本的

な事項については基本協定書で規定し、各年度に行う業務内容、指定管理

料等については年度ごとに年度協定書を締結することを前提にしている）。 
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① 基本協定書に記載すべき主要な項目例 

1）基本事項 

協定の目的、趣旨 

指定期間 

共同事業体（共同事業体である場合のみ）の場合の責任範囲及び各構成

員の取り分額 

差別的取り扱いの禁止 

守秘義務 

２）業務の範囲 

指定管理者が行う業務の範囲の詳細 

地方公共団体が行う業務の範囲の詳細 

３）業務の実施状況に関する事項 

業務の実施にあたり遵守すべき条例、規則、関係法令、協定書、募集要

項、提案書等の列記 

地方公共団体と指定管理者の責任とリスクの分担 

第三者への再委託の制限 

緊急時の対応 

財産の管理 

ア 地方公共団体貸与備品のリスト及び位置づけ 

イ 地方公共団体貸与備品、指定管理者持ち込み備品、指定管理料で購

入した備品の管理簿の整備・更新及び現物確認並びに地方公共団体

への報告 

ウ 上記備品の更新に係る費用負担区分 

エ 上記備品の所有権の帰属の方針 

オ 施設・設備の修繕工事・改修工事の負担区分と判断基準 

カ 指定管理者が行う施設設備の維持管理業務の範囲

個人情報の保護 

情報の公開 

経理区分（指定管理業務会計の独立） 

文書管理（協議録の作成・保管を含む） 

暴力団排除 
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４）業務実施に係る確認事項 

事業計画（管理運営方針、職員の配置・名簿、職員の研修計画、個人情

報保護方針と措置、情報公開方針及び広報計画、利用促進計画とモニタ

リング計画、自主事業計画、施設、設備、備品の維持管理計画、第三者

への業務の委託契約、苦情要望への対応、収支計画、目標設定と達成の

方針、その他） 

年度事業計画（事業計画からの変更項目、事業計画の中で年度ごとに計

画を出す必要のある項目、年度収支計画） 

事業報告（利用状況及び使用料収入状況のほか、事業計画、年度計画に

記載した事項の実施状況を記載） 

月次報告（利用者数、稼働率、使用料、苦情要望への対応） 

利用者アンケートの実施 

指定の取り消し及び管理業務の停止 

指定管理料の返還並びに違約金 

５）損害賠償及び不可抗力の対応 

損害賠償責任について地方公共団体と指定管理者の責任分担 

賠償保険の付保 

業務不履行と履行保証  

６）指定期間の満了 

原状回復 

業務の引継ぎ（備品等の扱い含む） 

７）その他 

自主事業（要件、自己の責任と費用、実施の事前申請） 

印紙税、消費税の取り扱い 

② 年度協定に記載すべき主要な項目例 

1）指定管理料及び利用料金 

会計年度 

指定管理料の支払 

指定管理料の変更 

指定管理料の減額 

指定管理料の精算 

利用料金 
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【２】主要な監査の結果及び意見の要約 

監査人は、法令の準拠性、設置目的の達成及び市民サービスの向上、経

済性・効率性、公平性、評価の仕組の整備、情報開示の十分性、選定手続

の公平性・適切性の視点から、監査を行った結果、優先的に取り組むべき

と考える課題を、以下に記載する。 

なお、本報告書での指摘の取扱いは、監査の「結果」と「意見」に区分

している。監査の「結果」(地方自治法第 252 条の 37 第 5 項)とは、「事務

の執行」における合規性(適法性と正当性)の観点から是正・改善を求める

ものである。監査の「意見」(地方自治法第 252 条の 38 第 2 項)とは、監査

の結果には該当しないが、合理性や経済性、効率性、有効性の観点から見

て、不合理な事項等を発見した場合に、尼崎市の組織及び運営の合理化に

資するために述べる見解のことである。 

１．事業条件の検討 

（１）非公募から公募への選定方法の見直し 

NO 施設名 結果 意見 

【2】 社会体育施設 － ○ 

【11】 弥生ケ丘斎場 － ○ 

施設運営上、非公募により指定管理者を選定する合理的な理由が乏しい

にも関わらず、「団体の設立趣旨が施設の設置目的と合致しており、団体に

おいて、施設の目的に沿った自主事業等が実施できる」という理由から、

上記の指定管理者の選定方法は非公募となっている。 

非公募による選定は、特定の団体を尼崎市が指名する選定方式であり、

指定管理者の選定に関する透明性が確保されないほか、民間事業者の競争

原理や事業者が保有する施設管理運営のノウハウが活用されず、指定管理

制度導入の効果が十分に得られない惧れがある。 

このような事態に陥ることを防止するためには、次期指定管理期間の指

定管理者選定にあたっては民間事業者も含め公募によることを検討するこ

とが望まれる。 
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２．指定管理者の管理の実施 

（１）指定管理者の目標管理指標の設定 

NO 施設名 結果 意見 

【1】 記念公園 － ○ 

【2】 社会体育施設 － ○ 

【5】 大庄地区会館 － ○ 

【12】 市営住宅南部 － ○ 

上記の施設については、事業計画書に目標となる管理指標が記載されて

いない、あるいは同指標の一部しか記載されていないなど、目標管理指標

が明確になっていなかった。 

目標管理指標が明確になっていない場合、計画目標値と実績値との比較

分析が実施できず、施設の設置目的達成のために指定管理業務の中で実施

している事業の目標達成度合いを定量的に測れているか否かが不明となり、

指定管理業務の PDCA サイクルが十分に確立できなくなる惧れがある。 

こういった事態に陥ることを防止するために、事業計画書には目標とな

る管理指標を記載することを、また、事業報告書には、計画目標値と実績

値の乖離があった場合に、その原因や翌年度に向けての対応策を検討分析

して記載することを、協定書に定めることが望まれる。 

（２）施設設備及び備品の管理 

① 市貸与備品の現物確認未実施 

NO 施設名 結果 意見 

【3】 北図書館 － ○ 

【5】 大庄地区会館 － ○ 

【7】 老人福祉センター ○ － 

【8】 地域総合センター塚口 － ○ 

【9】 尼崎学園 ○ － 

【10】 たじかの園 ○ － 

上記の施設においては、尼崎市から指定管理者への貸与備品について、

定期的な現物確認が行われていない。 

＜結果＞ 

尼崎市貸与備品のうち重要物品については、指定管理者管理業務仕様書

や公有財産規則にもとづき、指定管理者が年に 1 回の現物確認を行うこと
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が必要とされている。このため現物確認を行う必要がある。 

＜意見＞ 

その他物品についても、指定管理者は業務仕様書等に基づき施設及び備

品の維持管理責任を有していることから、協定書に定期的に指定管理者が

備品の現物を確認することを示した上で、指定管理者が定期的に備品の現

物を確認することが望まれる。 

② 市貸与備品、管理経費により購入した備品の管理台帳の不備 

NO 施設名 結果 意見 

【3】 北図書館 ○ － 

【4】 女性・勤労婦人センター ○ － 

【6】 美方高原自然の家 ○ － 

【7】 老人福祉センター ○ － 

尼崎市が所有権をもつ、市貸与備品及び指定管理業務の管理経費により

購入した備品について、上記の施設では、適切な台帳管理が行われていな

かった。 

具体的には、【3】尼崎市が受贈を受けた備品が所管課において適時に備

品台帳上取得処理されていない、【4】管理経費により購入した備品につい

ての備品管理簿が作成されていない、【7】指定管理者から所管課へ除却を

報告した資産について、所管課において備品台帳からの除却処理が行われ

ていない、等の不備が発見された。規定に従い、尼崎市に所有権のある備

品の台帳を整備することが必要である。 

なお、台帳整備の問題とは異なるが、【6】の施設では、市貸与備品につ

いて、指定管理者が尼崎市との事前協議なしに除却し、除却報告を行って

いない。これについても規定に従い、双方協議の上、除却し、指定管理者

は除却報告を行う必要がある。 
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（３）施設設備等の修繕 

① 修繕費についての市と指定管理者の費用負担の明確化と精算 

NO 施設名 結果 意見 

【1】 記念公園 － ○ 

【2】 社会体育施設 － ○ 

【5】 大庄地区会館 － ○ 

【8】 地域総合センター塚口 － ○ 

【11】 弥生ケ丘斎場 ○ － 

【13】 富松住宅 － ○ 

上記の施設では、各年度の修繕費予算額は、当該年度に必要な修繕工事

の見積り額の集計として編成されている訳ではなく、当初プロポーザル時

に提出された予算をベースにした金額となっている。このような状況の中、

管理経費に含まれる修繕費の予算未執行額について、上記の施設では、協

定書上精算することが定められていないため、精算をしていない（【1】、

【2】、【5】、【8】、【13】）。 

所管課によると、日常的修繕費について精算する旨を協定書上、定めて

いない理由は、過去に、本来、尼崎市が負担するべき大規模改修工事につ

き、尼崎市が予算を確保できない中、指定管理者が自己財源で負担した年

度もあり、実質的には所管課が過大な指定管理料を負担していることはな

いと判断しているためとのことであった。 

しかしながら、本来、指定管理者が行うべきである日常的な施設の修

繕・補修の先延ばしにより、利得を得るケースも想定される。ひいては、

施設にとって必要な維持管理水準の保持を徹底できなくなる惧れもある。 

このような事態に陥ることを防止するためには、基本協定書上、想定さ

れる修繕工事の区分、個々の修繕工事に関する尼崎市と指定管理者の分担

や判断基準、及び基本協定書の規定にない修繕工事が発生した場合の費用

負担方法について明確にした上で、指定管理者が負担する日常的修繕費に

ついては、原則、毎年精算とすることを明記し、年度末に精算することが

望まれる。 

なお、【11】は、上記と異なり、管理経費について精算する旨が協定書上

定められられている。しかし、平成 27 年度においては、協定書上は尼崎市

が負担すべき機械備品の購入費用 2,490 千円を、指定管理者が指定管理業

務に係る管理経費の修繕費として負担し、その管理経費の精算がされてい
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なかった。当該機械購入費用は尼崎市が負担した上で、指定管理業務に要

した管理経費を算定し直し、精算する必要がある。 

② 緊急修繕費と空家修繕費の区分に関する判断についての根拠の明確化 

NO 施設名 結果 意見 

【12】 市営住宅南部 － ○ 

協定書上、「修繕費（緊急修繕費）」は、年度協定期間終了後に実績額を

もって精算し、一方、「空家修繕費」は、空家修繕を完了した戸数に一戸あ

たり 720 千円を乗じた金額を指定管理者へ支払う（精算しない）こととさ

れている。したがって、空家に対して実施された修繕工事を、「修繕費（緊

急修繕費）」と区分するか、「空家修繕費」と区分するかによって、尼崎市

から指定管理者への支払額が変わることなる。 

しかし、【12】においては、「修繕費（緊急修繕費）」と「空家修繕費」の

区分の基準がルールとして明文化されていない。また、特殊な事情で空家

に対する修繕費を「修繕費（緊急修繕費）」として負担することとなった場

合の協議内容が残されていない。 

修繕費の区分に関する判断について明確になっていないことにより、双

方の認識がずれ、尼崎市と指定管理者間でトラブルが生じたり、公費負担

の修繕費の金額の誤りにつながるという弊害がある。このような事態に陥

ることを防止するため、「修繕費（緊急修繕費）」と「空家修繕費」の区分

については、区分の基準を明文化し、当該区分基準による判断が困難な場

合は、双方協議し、合意した内容を文書化することが望まれる。 

③ 資本的支出の購入年度における固定資産台帳への登録 

NO 施設名 結果 意見 

【1】 記念公園 － ○ 

【2】 社会体育施設 － ○ 

指定管理料を財源とする資本的支出であることが明確な支出について、

上記の施設では、尼崎市の固定資産としての登録が購入年度に行われてい

なかった。 

尼崎市所有の資産については、統一的な基準による地方公会計の整備に

向けて、適時に尼崎市の固定資産台帳に登録及び管理を進めることが望ま

れる。 
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④ 建築物設備点検の結果発見された事項への未対応 

NO 施設名 結果 意見 

【8】 地域総合センター塚口 ○ － 

尼崎市は指定管理者に対し、年度協定書に基づき建築基準法に基づく建

築物設備点検業務の実施を求めている。上記の施設では、１年超、建築物

設備点検業務の結果発見された事項への対応工事を実施していなかった。 

建築基準法に基づく設備点検は、人命を損なう危険性のある事項や、災

害時に被害の拡大を防ぐ目的で実施する事項を発見することを目的として

いるため、優先的に対応する必要がある。 

（４）行政財産の使用許可 

① 行政財産の使用許可漏れ 

NO 施設名 結果 意見 

【5】 大庄地区会館 ○ － 

【6】 美方高原自然の家 ○ － 

上記の施設では、行政財産の目的外使用（飲料用自動販売機の設置、指

定管理者職員による駐車場の使用）について、尼崎市は、地方自治法第

238 条の 4第 7項の規定による許可を行っていない。 

指定管理者が尼崎市の施設を目的外使用するためには、尼崎市は行政財

産の使用許可を行い、行政財産使用料条例に基づく使用料を指定管理者か

ら徴収する必要がある。 

② 自動販売機の設置についての尼崎市による直営化 

NO 施設名 結果 意見 

【1】 記念公園 － ○ 

【2】 社会体育施設 － ○ 

上記の施設においては、指定管理者が、自主事業として実施している自

動販売機の設置により民間業者から得た収入と、尼崎市へ支払っている、

公園設置許可や行政財産使用許可による行政財産使用料の差額により利益

を得ている。 

尼崎市が直営で運営すれば利益を得る可能性のある自動販売機の設置に
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ついて、指定管理者に実施させることに必然性がないのであれば、尼崎市

が公募を行い、最大額の使用料を払う事業者と、直接、賃貸契約を締結す

ること（あるいは、設置の許可を行うこと）が望まれる。 

なお【1】記念公園の自動販売機の設置については、都市公園条例等の改

正が必要であるが、同条例を改正の上、尼崎市が市場性を反映した使用料

収入を得ることが望まれる。 

（５）業務の再委託  

① 再委託先が暴力団等でないことの確認の未実施（委託契約書を作成する

場合） 

NO 施設名 結果 意見 

【3】 北図書館 ○ － 

【9】 尼崎学園 ○ － 

【10】 たじかの園 ○ － 

【11】 弥生ケ丘斎場 ○ － 

尼崎市では、尼崎市暴力団排除条例が平成 25 年 7 月１日から施行された

ことに伴い、尼崎市の契約から、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接

な関係を有する者（以下「暴力団等」という。）を排除するため、尼崎市事

務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱第 30 条において、指定管理

者が再委託を行う業務についても暴力団等と契約しないことを求めている。 

しかし、上記の施設では、指定管理者の再委託業務において、指定管理

者が再委託先への委託契約書を作成する際に、「暴力団排除に関する特約」

への合意書を入手する等による、再委託先が暴力団等でないことの確認が

行われていない。指定管理者が再委託に係る契約書を作成する際には、再

委託先が暴力団等でないことの確認を行う必要がある旨を協定書に記載の

上、確認を徹底する必要がある。 

② 再委託先が暴力団等でないことの確認の未実施（委託契約書を作成しな

い場合） 

NO 施設名 結果 意見 

― 全施設 ○ － 

上記①で記載したとおり、指定管理者についても、指定管理者が委託を

行う業務について、暴力団等と契約しないことが求められている。 
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上記①を除く施設では、現在、指定管理者は、指定管理業務の一部を再

委託等する際に契約書を作成する場合には、「暴力団排除に関する特約」へ

の合意書を入手している。しかし、契約書を作成せず、再委託等する場合

は、本契約の契約書がなく、特約を付すことができないため、「暴力団排除

に関する特約」への合意書を入手しておらず、また、暴力団等に該当しな

い旨等の誓約文を再委託先から徴取することもしていなかった。さらに、

請負工事契約を締結する場合においても同様であった。 

尼崎市は、指定管理者が業務の再委託等を依頼する際に、尼崎市暴力団

排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に規

定のとおり、再委託先が暴力団等でないことの確認を行うことの出来る仕

組を整備し、早急に指定管理者にその仕組の運用を開始させる必要がある。 

３．事業報告のチェック、モニタリング 

（１）指定管理業務に関する協議録の作成 

NO 施設名 結果 意見 

【1】 記念公園 － ○ 

【2】 社会体育施設 － ○ 

【5】 大庄地区会館 － ○ 

【8】 地域総合センター塚口 － ○ 

上記の施設では、尼崎市と指定管理者の協議内容について議事録等の形

で保管されていない。 

当該施設においては、現在、尼崎市と指定管理者との間における協議は

口頭のみとなっており、基本協定書上も協議録の作成について特に規定は

ない。しかし、協議の内容の記録が作成、保管されない場合、指定管理者

や所管課の担当者が変更した場合に適切な引継ぎが実施されず、また指定

管理業務におけるノウハウ等が蓄積されない惧れがある。こういった事態

に陥ることを防止するため、必要な事項について尼崎市と指定管理者との

協議内容を議事録等として保管することを基本協定書において定め、それ

に従い、当該議事録等を保管することが望まれる。 

（２）管理経費の集計の適切化 

NO 施設名 結果 意見 

【4】 女性・勤労婦人センター ○ ○ 

【13】 富松住宅 ○ － 
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上記の施設では、指定管理者から報告されている指定管理業務に係る管

理経費の決算額が、適切に集計されたものではなかった。 

内容としては、【4】自己の責任と費用により実施する旨が基本協定書で

定められている自主事業に係る経費が、指定管理業務の管理経費に含まれ

ている(結果)、【4】剰余金積立金が管理経費として報告されている(意見)、

【13】管理経費について実績額ではなく予算額を報告している(結果)等で

ある。 

尼崎市は、当該施設の管理に係る適切なコストを正しく把握し、次回指

定管理者の更新時の指定管理料積算に役立てるため、協定書上、指定管理

業務に係る管理経費の範囲を明確にした上で、管理経費を適切に集計し、

報告することを指導する必要がある。 

（３）適切な管理経費実績額の算定を前提とした精算の未実施 

NO 施設名 結果 意見 

【11】 弥生ケ丘斎場 ○ － 

指定管理業務に係る管理経費の精算が行われていなかった。 

年度協定書において、業務完了後、指定管理者は業務完了報告書を尼崎

市に提出するとともに、管理経費の余剰又は不足額について、精算又は市

と協議を行う旨規定されている。しかし、管理経費に含まれる「管理費」

を調整することにより指定管理料と管理経費決算額が同額で報告されてお

り、精算が行われていなかった。「管理費」の計上基準（計上の要件、算定

方法等）について、尼崎市と指定管理者が事前に協議し、明確にした上で、

管理経費決算額を算定し、協定書に従い精算又は協議を行う必要がある。 

（４）使用料の見直し 

①「行政原価調査票」の正確な費用の集計 

NO 施設名 結果 意見 

― 全施設 － ○ 

尼崎市では、各施設の使用料を適正なものとするため、企画財政局財政

課の指示により、各所管課が「原価主義による料金の行政原価調査票（使

用料）」を作成しており、この結果算定された原価率に基づき、使用料の改
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定の要否を検討している。 

原価率を適切に把握するためには、指定管理業務に要する費用を網羅的

に集計する必要があるが、次のとおり「原価主義による料金の行政原価調

査票（使用料）」上、原価調査の対象となっているのは指定管理者による各

年度の支出のみであり、減価償却額については原価調査の対象に含まれて

おらず、弥生ケ丘斎場の建物償却額を除いては減価償却額を考慮しない使

用料の見直し方法となっていた。 

将来の施設更新投資を考える上で、正確なコストを算定するためには、

減価償却額を原価調査の対象に含めたうえで原価率を算定するべきであり、

原価調査の対象範囲を再検討することが望まれる。 

②「行政原価調査票」の原価率算定に採用する収入予定額の実態に基づい

た算定 

NO 施設名 結果 意見 

【6】 美方高原自然の家 － ○ 

使用料改訂の基礎となる「原価主義による料金の行政原価調査票（使用

料）」により算定された原価率が、実績よりも低く算定されている。 

これは、原価率を算定する際に採用している収入予定額について、実態

記 念
公園

社 会
体 育
施設

北図書館

女 性 ・

勤労婦
人セン
ター

大 庄
地 区
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美 方
高 原
自然の
家

老 人
福祉セ
ンター

地 域
総合セ
ンター
塚口

尼崎学園
たじか
の園

弥生ケ
丘 斎
場

市営住宅
南部

富松住宅

作成有無 有 有 無 有 有 有 有 有 無 有 有 無 無

作成してい
ない場合の
理由

図書館法
第17条に
よ り徴収
しないた
め作成し
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措置費に
より運営し
ており使
用料は徴
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づき使用
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るため
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平成25年
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し予定の
ため、市
民共済が
設定した
家賃を踏
襲してお
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改定検討
の対象外

減価償却
額を含めた
か

含めて
いない

含めて
いない

含めて
いない
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含めて
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含めて
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含めて
いない
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含めた場
合、その対
象範囲

建物の
償却
額

施設名

作成
有無
につ
いて

原価
調査
の対
象
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は大半が無料で使用可能となっている会議室や多目的室について、使用料

の減免を考慮せず算定しているため、実際収入額（平成 27 年度実績 215 千

円）を大きく上回る収入予定額（23,724 千円）をもとに原価率を計算して

いることが要因である。 

収入予定額について、実態に基づいた算定を行った上で、原価率を求め

ることが望まれる。 
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【３】監査の結果及び意見の一覧表 

「【２】主要な監査の結果及び意見の要約」に記載した事項を含めた、す

べての監査の結果及び意見の一覧は次表のとおりである。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

要約
NO

記念
公園

社会
体育
施設

北図
書館

女性・
勤労
婦人

セン
ター

大庄
地区
会館

美方
高原
自然
の家

老人
福祉
セン
ター

地域
総合
セン
ター
塚口

尼崎
学園

たじ
かの
園

弥生
ケ丘
斎場

市営
住宅
南部

富松
住宅

１．事業条件の検討

意見 1(1) (2) (6)

意見 ― (7)

意見 ― (2)

意見 2(1) (4) (6) (6) (5)

結果 ― (9)

結果 ― (8)

意見 ― (3)

意見 ― (5)

意見 ― (4)

意見 ― (3)

意見 ― (6)

意見 ― (5)

重要物品 結果 (1) (1) (1)

備品（重要物品除く） 意見 (2) (5) (4)

市貸与備品の除却について所管課
との協議及び報告漏れ

結果 (1)

市貸与備品の除却処理漏れ 結果 (2)

管理経費により購入した備品管理
簿の未作成

結果 (3)

受贈物品についての適時の備品台
帳登録漏れ

結果 (1)

意見 ― (5)

意見 ― (3)

その他の施設

結果・意見の内容

自主事業（高齢者割引・障がい者割引）の事前承認漏
れ

　●　指定管理者の選定方法

体育施設 教育・文化施設 社会福祉施設

　●　共同事業体間の協定等の締結

共同事業体の各構成員の責任分担及び合意された取
り分額についての協定等の締結

４．指定管理者の管理の実施

　●　年度事業計画書

指定管理者の目標管理指標の設定

非公募から公募への選定方法の見直し

２．指定管理者候補者の選定

　●　選定基準の作成

共同事業体の構成員の財政健全性について保持すべ
き基準の設定

３．協定の締結

長期延滞者への貸出制限措置

駐車場の一時利用者への対応

60歳未満の施設利用に関する情報の提供

　●　施設設備及び備品の管理

　●　料金の減免

使用料の減免が認められていない駐車場の無料券の
配布

　●　施設利用者への対応

直前キャンセルへの対応

予約はあるが当日の使用がない利用者への対応

宿泊者からの料金徴収方法の明文化

市貸与備品の現
物確認未実施

市貸与備品、管理
経費により購入し
た備品の管理台
帳の不備

2(2)
②

使用見込みがない市貸与備品の速やかな除却申請

遊休市貸与備品の取扱いについて

2(2)
①
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

要約
NO

記念
公園

社会
体育
施設

北図
書館

女性・
勤労
婦人

セン
ター

大庄
地区
会館

美方
高原
自然
の家

老人
福祉
セン
ター

地域
総合
セン
ター
塚口

尼崎
学園

たじ
かの
園

弥生
ケ丘
斎場

市営
住宅
南部

富松
住宅

高額の設備購入に係る不適切な負
担と修繕費の未精算

結果 (4)

修繕費についての市と指定管理者
の費用負担の明確化と精算

意見 (1) (3) (2) (6) (3)

意見 ― (1)

意見
2(3)
②

(2)

意見 ― (3)

意見 ― (4)

意見 ― (2)

意見
2(3)
③

(3) (5)

結果
2(3)
④

(1)

結果
2(4)
①

(3) (2)

意見
2(4)
②

(7) (8)

結果 ― (1) (4)

意見 ― (1)

再委託先からの暴力団排除のため
の合意書の未入手（委託契約を作
成する場合）

結果
2(5)
①

(4) (3) (4) (5)

再委託先が暴力団等でないことの
確認の未実施（委託契約を作成し
ない場合）

結果
2(5)
②

結果 ― (5)

結果 ― (7)

結果 ― (6)

修繕費についての
市と指定管理者の
費用負担の明確
化と精算

2(3)
①

教育・文化施設 社会福祉施設 その他の施設

結果・意見の内容

　●　施設設備等の修繕

体育施設

管理業務の再委託について事前承認漏れ

1件1,000千円以上の修繕工事に関する事前協議の記
録の作成

緊急修繕費と空家修繕費の区分に関する判断につい
ての根拠の明確化

残置物撤去費用の実績報告

空家修繕費の見直し検討の記録の保管

空調設備修繕についての早期対応

資本的支出の購入年度における固定資産台帳への登
録

建築物設備点検の結果発見された事項への未対応

　●　行政財産の使用許可

行政財産の使用許可漏れ

自動販売機の設置についての尼崎市による直営化

　●　業務の再委託

管理業務の再委託についての尼崎市による事前承認
の文書化

再委託先が暴力
団等でないことの
確認の未実施

「第１　総論　【２】 重要な監査の結果及び意見の要約」に記載

　●　適正な管理業務の確保

保守管理業務についての契約締結漏れ

回数券の現物確認

住宅返還届申請書の記載漏れ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

要約
NO

記念
公園

社会
体育
施設

北図
書館

女性・
勤労
婦人
セン

ター

大庄
地区
会館

美方
高原
自然
の家

老人
福祉
セン
ター

地域
総合
セン
ター
塚口

尼崎
学園

たじ
かの
園

弥生
ケ丘
斎場

市営
住宅
南部

富松
住宅

意見 3(1) (2) (4) (4) (3)

意見 ― (3) (2) (2) (1)

意見 ― (４)

意見 ― (2)

自主事業経費の市による負担 結果 (1)

剰余金積立金の管理費用からの控
除

意見 (2)

管理経費実績額のモニタリング不
足

結果 (1)

結果 3(3) (3)

「行政原価調査票」の正確な費用の
集計

意見
3(4)
①

「行政原価調査票」の原価率算定
に採用する収入予定額の実態に基
づいた算定

意見
3(4)
②

(5)

その他の施設体育施設 教育・文化施設 社会福祉施設

管理経費の集計
の適切化

3(2)

　●指定管理料の精算

結果・意見の内容

５．事業報告書等のチェック、モニタリング

　●随時の報告、協議

指定管理業務に関する協議録の作成

　●　収支報告書の内容

合理的な共通経費の按分基準の明確化

適切な管理経費実績額の算定を前提とした精算の未
実施

　●使用料の見直し

適切な原価率の
把握

「第１　総論　【２】 重要な監査の結果及び意見の要約」に記載

共通経費の按分基準の継続性の確保

指定管理事業実施のために要する「管理費」の適切な
計上基準の明確化
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第２ 各論  

【１】記念公園（都市整備局 公園維持課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

                             【総合体育館】 

             （http://aspf.or.jp/park/gym.html） 

施設数 5

敷地面積 102,765㎡

延床面積 14,678㎡（総合体育館のみ記載）

摘要
尼崎市記念公園は、総合体育館をはじめ、陸上競技場、補助陸上競技場、野球場、テニスコー
トが設置されている総合運動公園であり、全国規模の大会や市民スポーツ祭の開催など、尼崎
市のスポーツの中心となる施設である。

主要な施設 総合体育館、陸上競技場、補助陸上競技場、野球場、テニスコート

供用時間
午前9時～午後9時
（休館日：毎週月曜日、12月29日～1月3日）

使用料
メインアリーナ：午前9時～午後9時まで1日利用61,000円、サブアリーナ午前9時～午後9時まで
1日利用26,100円
トレーニング室：小・中学生　1回60円、高校生1回100円、一般1回400円など

設置条例等 尼崎市都市公園条例、尼崎市都市公園条例施行規則

設置目的 スポーツ・レクリエーションを通じて市民の健康で文化的な生活の向上に寄与する

設置年月日 昭和26年11月11日

担当部・課 都市整備局　土木部　公園維持課

施設名 尼崎市記念公園

所在地 尼崎市西長洲町1丁目4番1号
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（２）指定管理者の概要 

市との関係内容

【出捐者構成】
市　100%

【役員の兼務等】
理事長：市職員
常務理事兼事務局長：市職員OB
監事2名中の1名：市職員

事業の内容

①スポーツ教室、競技会等スポーツ行事の開催
②スポーツ指導員の派遣
③スポーツ指導者の養成及びスポーツに関する競技水準の向上
④自然体験活動及び集団生活に関する指導
⑤社会体育施設等の管理運営
⑥スポーツクラブの設置及び管理運営
⑦体育・スポーツに関する調査研究及び情報提供
⑧その他目的を達成するために必要な事業

指定管理者名 公益財団法人　尼崎市スポーツ振興事業団

設立目的
広く体育スポーツの振興を図ることにより、住民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の
発展に寄与する
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（３）指定管理の概要 

非公募

非公募

非公募

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

224,231 224,435 224,239 224,802 231,223 231,671 231,782

224,231 224,435 224,239 224,802 231,223 231,671

224,185 224,412 224,141 224,777 231,157 231,445

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

34,819 36,663 38,897 35,848 37,978 40,040 41,366

指定管理者評価と
モニタリング

事業報告書に関しては、基本協定書において、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記
載した報告書を提出しなければならないと記している。
(1)実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)施設の利用状況
(4)使用料収入の実績
(5)管理経費等の収支状況
(6)施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
(7)１年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
(8)その他市が必要と認める事項

自主事業の
概要

スポーツ教室、レインボースクール、自動販売機の設置

指定管理業務の範囲

①有料公園施設（付属設備の利用を含む。）の利用の予約受付（許可、取消）
②公園内においてする行為の許可及びその取消
③公園内においてする行為及び有料公園施設の利用に係る使用料の徴収、減免及び還付に
関する業務
④公園の施設及び付属設備の維持管理業務

指定管理者の選定

非公募による。
尼崎市都市公園条例付則第7項において、「市長は、当分の間、特定公園（記念公園に限る。）
の管理について、尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例の公布の際現に指定管理者とし
て有料公園施設（市民プールを除く。）の管理を行っている者を、引き続き指定管理者の指定を
受けるべきものとして選定することができる。」とされている。
また、「指定管理者制度について（指針）」（平成26年度4月改訂）において「団体の設立趣旨が
施設の設置目的と合致しており、団体において、施設の目的にそった自主事業等が実施できる
場合」は、公募によらず、「特定の団体を指定管理者とすることが出来る」と規定されている。
公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団の設立趣旨は「広く体育・スポーツの振興を図ること
により、住民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の発展に寄与すること」であり、これ
は、「スポーツ・レクリエーションを通じて市民の健康で文化的な生活の向上に寄与する」という記
念公園の設置目的と合致していると所管課は判断し、指定管理者（公益財団法人尼崎市スポー
ツ振興事業団）の選定を非公募とした。

自主事業収入の
合計額（千円）

自主事業の有無 有

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無

利用料金の合計額（千円）

利用料金の
内容

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 平成21年4月～平成24年3月

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 平成24年4月～平成29年3月

指定管理料（千円）

当初指定管理料

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

公募
（応募数）
・非公募

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 平成18年4月～平成21年3月



55 

（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

（注）稼働率は、施設別に計算した、実際利用区分（時間）／利用可能区分（1 時間単位）の平

均値を記載している。なお、会議室の利用は、午前、午後、夜の 3 区分に分けており、そ

れ以外の施設の利用は時間単位で分けている。また、メイン・アリーナのように場所の利

用が区分可能な施設は全面利用であっても 1/2 利用であっても 1 回の利用として計算して

いる。 

指定管理者評価 と
モニタリング

公の施設の施設概要、利用状況等を示したうえで、サービスの質の維持・向上、施設の管理状
況、収支状況、経営状況などの点について、市による指定管理者の評価を行っている。平成27
年度の結果は、指定管理者モニタリング評価結果としてホームページで公開している。

＜市負担コストの状況＞
（単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

224,231 224,435 224,239 224,802 231,222 231,671 231,782

224,231 224,435 224,239 224,802 231,222 231,671 231,782

－ － － － － － －

8,064 6,518 3,666 3,953 3,566 5,999 3,599

95,745 95,745 95,745 95,745 95,745 95,745 95,745

328,040 326,698 323,649 324,500 330,533 333,414 331,126

141,035 159,326 158,482 168,682 170,546 173,210 172,188

141,035 159,326 158,482 168,682 170,546 173,210 172,188

－ － － － － － －

187,005 167,372 165,167 155,817 159,987 160,204 158,938

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

359 360 359 359 359 360 359

359 360 359 359 359 360 359

620,932 624,152 577,416 646,106 646,515 691,116 635,000

62.2 66.9 65.6 65.0 64.5 64.8 64.8

開館日数（日）

利用日数（日）

A .利用者数（人）

稼働率（％）

　　　　　　　　　　　　　　年度
  項目

　　　　　　　　　　　　　　年度
  項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他

2．人件費

3.その他費用
（減価償却額）

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

528 523 561 502 511 482 521

227 255 274 261 264 251 271

301 268 286 241 247 232 250

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

　　　　　　　　　　　　　　年度
  項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)
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２．監査の結果及び意見 

（１）修繕費についての市と指定管理者の費用負担の明確化と精算（意見） 

指定管理業務に含まれる、日常的な施設等の補修・修繕にかかる費用の

うち、補修・修繕を行わなかったことによる、指定管理者が策定した予算

の予算未執行額については、原則、毎年度精算対象とすることが必要であ

る。 

記念公園の管理に関する仮基本協定書の別表※3 には、次のとおり定め

られている。 

※3 公園・公園施設の運営にともなう施設・機器・備品等の損傷リスク

への対応（以下、監査人が要約） 

・公園、施設、機器備品等の日常的な補修・修繕等は指定管理者が行

う。 

・大規模改修・大規模補修は尼崎市が実施する。ただし、その要因が指

定管理者の瑕疵によるものであれば、指定管理者が実施する。 

・補修・修繕等の実施に関する判断は、1 件 500 千円以下は指定管理者

が行い、500 千円を超える場合は尼崎市の承認によるものとする。 

・補修・修繕等の実施により生じた財産は、尼崎市に帰属する。 

平成 27 年度に、管理経費に含まれる修繕費は、予算額 21,562 千円に対

して、決算額（実績額）25,208 千円であり 3,646 千円の予算超過（指定管

理者の負担）となっている。 

指定管理者によると、平成 27 年度においては、本来尼崎市が負担すべき

大規模改修・大規模補修工事や、日常的な補修に該当しない更新工事につ

き、所管課の承認を得た上で、指定管理者が負担しているため、予算超過

となったとのことである。 

平成 27 年度に実施した、500 千円を超える修繕等工事は次のとおりで

あった。 

・役員室・控室 2空調機更新工事 1,661 千円

・大会役員室空調機器更新工事 1,253 千円

・1階管理事務室空調期取替更新工事 1,567 千円

・体育館高圧スプレー式加湿器更新工事 832 千円

・総合体育館ガス吸収式暖房機修繕工事 5,886 千円

計 11,199 千円

上記工事はすべて緊急を有する更新工事等で、その都度、事前に所管課

と協議を行った上で実施したとのことだが、記念公園の管理に関する仮基



57 

本協定書に、修繕費の負担に関する協議記録の保管に関する記載がないた

め、協議記録は作成されておらず、監査人は協議内容を確認することはで

きなかった。 

平成 27 年度は、指定管理者が、日常的な修繕費の予算未執行額（7,552

千円＝修繕費予算額 21,562 千円－（修繕費実績額 25,208 千円－上記に含

まれる本来は尼崎市が負担すべき大規模更新工事費用 11,199 千円））を財

源の一部として、本来は尼崎市が負担すべき大規模更新工事費用（11,199

千円）を負担している状態であった。しかし、予算は具体的な修繕工事の

見積り額の集計値ではなく、当初プロポーザル時の予算をベースにした金

額にすぎない。また、尼崎市が負担すべき大規模更新工事費用について、

指定管理者が必ず負担するわけではない中、本来、指定管理者が行うべき

である日常的な施設の修繕・補修の先延ばしにより、利得を得るケースも

想定される。ひいては、施設にとって必要な維持管理水準の保持を徹底で

きなくなる惧れがある。 

こういった事態に陥ることを防止するためには、基本協定書上、想定さ

れる修繕工事の区分、個々の修繕工事に関する尼崎市と指定管理者の分担

や判断基準、及び基本協定の規定にない修繕工事が発生した場合の費用負

担方法について明確にした上で、指定管理者が負担する 500 千円以下の日

常的修繕費については、原則、毎年精算とすることを明記し、年度末に精

算（注）することが望まれる。 

なお、尼崎市と指定管理者間の協議内容は当該施設の維持管理のための

重要な情報であり、文書で残すことを協定書上明確に定め、それに従い協

議内容の議事録を残す必要がある。 

（注）精算とは、指定管理料に不足があれば追給し、余剰があれば返還させることを想定してい 

   る。 

（２）指定管理業務に関する協議録の作成（意見） 

尼崎市と指定管理者との間における協議に関しては、記念公園の管理に

関する仮基本協定書に、次のとおり規定されている。 

記念公園の管理に関する仮基本協定書 

第 11 条 市は施設の管理の適正を記するため、指定管理者に対して、そ

の管理業務又は経理の状況等に関す報告を求め、実地による調査等を通

じて、管理業務または経理の状況等を確認し、その評価を行うととも

に、必要な指示をすることができるものとする。 
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記念公園管理業務実施要項 

・Ⅶ管理経費の取扱い ２ 管理経費の執行 管理経費について、年度

協定書に記載された金額以内で執行するものとする。ただし、やむをえ

ない理由により過不足が生じる場合には、市と協議することになる。 

当該施設については、所管課と指定管理者との間における協議について

は、口頭で行われており、議事録が残されていないとのことだった。 

議事録がない状態では、担当者あるいは所管課の担当者が変更になった

場合、適切に引き継ぎが実施されないことや、また、尼崎市と指定管理者

との間における協議内容が残されないことにより、指定管理業務における

ノウハウ等が蓄積されない惧れがある。 

こういった事態に陥ることを防止するために、所管課は、尼崎市の当該

施設を維持管理する上でのノウハウの蓄積である尼崎市との協議内容、打

ち合わせや指示などの記録について、指定管理者あるいは所管課が作成・

双方確認することを基本協定書上定め、当該協議内容を保管することが望

まれる。 

（３）資本的支出の購入年度における固定資産台帳への登録（意見） 

現在、統一的な基準による地方公会計の整備が促進され、原則として平

成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年間ですべての地方公共団体において

統一的な基準による財務書類等を作成することが要請されており、その一

環として固定資産台帳の整備が求められている。そのため、尼崎市所有の

資産については、統一的な基準による地方公会計の整備に向けて、尼崎市

の固定資産台帳に登録、及び管理を進めることが望まれる。 

平成 27 年度においては管理経費の修繕費に含まれる次の工事は、｢更新

工事｣や｢改修工事｣であることから、資本的支出（備品の購入）である可能

性が高いが、すべて平成 27 年度の指定管理業務の管理経費として処理され、

平成 27 年度末の尼崎市の固定資産としては登録されていない。 

・役員室・控室 2空調機更新工事 1,661 千円

・大会役員室空調機器更新工事  1,253 千円

・1階管理事務室空調期取替更新工事  1,567 千円

・体育館高圧スプレー式加湿器更新工事 832 千円

・総合体育館ガス吸収式暖房機修繕工事 5,886 千円

計 11,199 千円

このような状況を防ぐために、記念公園の管理に関する仮基本協定書等

に、指定管理料を財源とする資本的支出であることが明確な支出について
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は、指定管理者から尼崎市へ寄付の手続を行うことを明確にした上で、尼

崎市の固定資産としての登録を購入年度に行うことが望まれる。 

（４）指定管理者の目標管理指標の設定（意見） 

指定管理者制度は、民間事業者間の競争原理や、事業者が保有する施設

管理のノウハウの活用による経費の節減及び質の高い住民サービスの提供

を目的とするものであり、同制度の導入によって所期の効果が発現してい

るかを測定することは重要である。そこで、指定管理者に目標となる管理

指標を設定させ、その目標を達成するように計画を策定（Plan）、実行し

（Do）、計画目標値と実績値の比較分析により（Check）、目標達成のための

改善策を検討し、実行（Action）した結果を事業報告書において報告する

ことで、いわゆる PDCA のマネジメント・サイクルを確立・徹底することが

必要である。 

事業計画書には、目標となる管理指標の記載はなく、事業報告書には施

設の利用件数や稼働率などの実績値が記載されているものの、計画目標値

と実績値との比較分析はされておらず、実績値は前年度数値の比較にとど

まっていた。 

このように、目標管理指標が明確になっていないため、「スポーツ・レク

リエーションを通じて市民の健康で文化的な生活の向上に寄与する」とさ

れている施設の設置目的達成のために、指定管理業務の中で実施している

事業の目標達成度合いを定量的に測れているか否かが不明であり、マネジ

メント・サイクルの確立が不十分であると考える。 

基本協定書上、事業計画書に目標となる管理指標の記載を、また事業報

告書に、計画目標値と実績値の乖離が合った場合は、その原因や翌年度に

向けての対応策を検討分析して記載することを求めることが望まれる。 

（５）予約はあるが当日の使用がない利用者への対応（意見） 

尼崎市都市公園条例第 11 条には「使用料は、公園施設の設置若しくは管

理、公園の占用、第 3 条第 1 項各号に掲げる行為（・・（一部省略）競技会、

展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うこと、前各号に掲

げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること）又は有料

公園施設の利用の許可の際に徴収する。ただし、市長が別に納期を定めた

ときはこの限りではない」と定められている。利用率の高い体育館（メイ

ン、サブ）について、予約をしたものの、中止の連絡がなく、予約当日の
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使用もないというケースが見受けられた。 

このような事態を防止するために、指定管理者は、WEB から予約したま

ま当日まで入金のない団体は、次回までの支払がなければ使用登録を凍結

し、次回の予約が出来なくなることとしているが、予約したものの利用し

ない団体が発生することにより、未収金が発生し、事務負担が増大する上

に、当該未収金が適切に回収されない惧れがある。また、総合体育館の利

用希望者が、希望日に、体育館の利用ができなくなるという弊害もある。

なお、平成 27 年度末の未収金残高のうち、平成 28 年 10 月 1 日現在も残っ

ている未収金は次の 2件であった。 

予約日 予約時間帯 施設 使用料未収金

平成 28 年 3 月 4 日 8：00～10：00 テニスコート 1.8 千円

平成 28 年 3 月 22 日 8：00～10：00 テニスコート 1.8 千円

こういった事態に陥ることを防止するためには、例えば、利用日の 10 日

前までに支払に来ない団体へは、指定管理者が利用の有無と入金予定日を

確認するなどの事前の対応を行うことが望まれる。 

（６）駐車場の一時利用者への対応（意見） 

尼崎市都市公園条例施行規則が、1 時間以上の駐車場利用者からの利用

料のみ定めていることから、駐車場については、1 時間までは無料として

いるが、1 時間以内で一旦出庫して再度駐車している車が少なからず存在

しているとのことである。平成 28 年 3 月の無料駐車台数合計は 2,680 台で

あり、この台数は、同月駐車台数 6,906 台（駐車場使用料収入 3,882 千円）

の 38.8%にあたる。 

公平性の観点からは、同一時間駐車している者からは同一の駐車場利用

料を徴収するべきであるが、現在はそうなっていないことから、駐車場利

用料が適切に徴収されず、尼崎市の収入が過少となっていると考えられる。 

所管課によると、尼崎市都市公園条例施行規則が、1 時間以上の駐車場

利用者からの利用料のみ定めているのは、車で来た施設の申込者への対応

のためとのことである。そうであるならば、申込手続に係る時間を目途に

駐車場の利用料を定めることを検討することが望まれる。 

（７）自動販売機の設置についての尼崎市による直営化（意見） 

記念公園においては、尼崎市は、指定管理者である公益財団法人尼崎市

スポーツ振興事業団へ、自動販売機 22 台の公園施設設置許可（行政財産使
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用料 190 千円）、レストランの公園施設管理許可（行政財産使用料 831 千

円）、地下サウナ脱衣室の行政財産使用許可（タンニングマシンの設置許可

による行政財産使用料 32 千円）を行っている。一方、これらの自主事業実

施の結果、同事業団には、自動販売機設置により 9,869 千円、レストラン

で 174 千円、地下サウナ脱衣室で 309 千円、合計 10,351 千円の自主事業収

入があり、行政財産使用料合計 1,053 千円との差額 9,298 千円が同事業団

の利益となっている。 

所管課によれば、都市公園の機能の増進に資すると認め、公益財団法人

尼崎市スポーツ振興事業団からの申請に基づき、都市公園法上の施設設置

許可等を与えているとのことだった。 

また、当該施設においては、他の公の施設と同様、尼崎市が市場性を反

映した使用料収入を得られるよう、公募により、直接、自動販売機の設置

業者へ設置許可を行っていない理由等について、尼崎市へ質問したところ、

次の①から③の通り、回答を得た。 

① 記念公園は「公有財産の有効活用の推進を踏まえた使用許可等の取扱に

ついて（通知）」の対象か 

都市公園条例等においてその管理を定めていない施設については、「公有

財産の有効活用の推進を踏まえた使用許可等の取扱について（通知）」（尼

管第 8720 号 平成 20 年 11 月 20 日）により、公有財産の使用許可等に当

たって、市場性を反映した使用料等収入と使用許可者等の透明性を確保す

るために、公募による使用の許可ができることが定められている。 

しかしながら、当該通知は、尼崎市公有財産規則第 33 条第 1 項第 3 号の

「行政財産使用料条例第 3 条の規定に基づき、市長が定める使用料の額は、

次の各号に掲げるとおりとする。(3)前 2 号によりがたい場合及び土地、建

物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、その都度市長が定める

額」を受けて出された通知である。そもそもは、尼崎市公有財産規則第１

条に「この規則は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、公有財産

の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。」とあると

おり、都市公園条例等においてその管理等を定めている施設については、

当該通知の対象とならない。 
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② 記念公園については、指定管理者は、自動販売機設置業者と、市場性を

反映した使用料収入を市が得られる契約を締結することが可能だが、市

にはそのような契約の締結が不可能となる理由について 

記念公園における自動販売機の設置については、都市公園法第 2 条第 2

項第 7 号で定める売店施設と位置付けており、都市公園法第 5 条第 2 項第

1 号に基づき、公園管理者が自ら設け、管理することが不適当であること

から第三者設置を認め、施設設置許可により設置している。その際の施設

設置使用料は、尼崎市都市公園条例に定める「占用面積１平方メートルに

つき１月７２１円」を徴収することとなる。 

一方、設置許可を受けた指定管理者と設置業者との契約は民間業者間の

契約であり、都市公園法の規制を受けないため、市場性を反映した使用料

を指定管理者が得られる契約を締結することに、問題はない。 

③ 都市公園について、「公有財産の有効活用の推進を踏まえた使用許可等

の取扱について（通知）」の趣旨にのっとり、公募による自動販売機の

設置を行い、市場性を反映した使用料を市が得られるための方法 

入札により使用料を定められるように都市公園条例等を改正すれば可能

である。 

現状は、尼崎市の公有財産である都市公園へ自動販売機を設置するとい

う点は同じであるにも関わらず、尼崎市が、自動販売機の設置業者へ、直

接、設置許可を与えれば、その使用料収入は 190 千円にすぎないが、一方、

尼崎市が、指定管理者へ設置許可を与え、指定管理者が自動販売機の設置

業者と契約をすると、指定管理者は 9,679 千円の利益を得られる仕組みと

なっている。都市公園の設置者である尼崎市が得られる収入より、指定管

理者が得ることができる収入の方が多額であるという仕組みが存在するこ

とは、尼崎の公有財産の有効活用という観点から疑問がある。 

また、都市公園は、「公有財産の有効活用の推進を踏まえた使用許可等の

取扱について（通知）」の対象外であるものの、同通知の「市場性を反映し

た使用料等収入と使用許可者等の透明性の確保」という趣旨は同様である

と思われるが、それが達成できていない。 

さらに、当該自動販売機の設置を公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業
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団が行うことの必然性がない。 

以上より、都市公園への自動販売機の設置については、都市公園条例等

を改正し、出資団体でかつ指定管理者である公益財団法人尼崎市スポーツ

振興事業団への公園施設設置許可とせずに、尼崎市が、市場性を反映した

使用料収入を得られるよう、公募により、直接、自動販売機の設置業者へ

公園施設設置許可を与え、尼崎市が収入を得ることを検討すべきである。 

（８）使用料の減免が認められていない駐車場の無料券の配布（結果） 

駐車場の使用料については、尼崎市公園条例施行規則第 9 条において

「条例第 13 条（注）の規則で定める場合は、次のとおりとする。（1）本市

内に存する次に揚げる施設が当該アからウまでに定める目的で公園（メイ

ン・アリーナ暖房設備、メイン・アリーナ冷房設備、サブ・アリーナ冷房

設備又は駐車場を除く。）を使用するとき。」と定められており、減額免除

は認められていない。 

（注）尼崎市都市公園条例第 13 条｢市長は国または地方公共団体が公益上の目的で公園の使用をす

る場合その他規則で定める場合においては、使用料の全部または一部を免除することが出来

る。｣ 

指定管理者は、自主事業、指定管理事業ともに講師及び尼崎市体育協会

の役員へ無料駐車券を渡しており、当該講師及び体育協会役員の駐車場料

金相当額を駐車場使用料として尼崎市へ納付していないため、尼崎公園条

例施行規則第 9 条違反となっている（なお、平成 27 年度に自主事業及び指

定管理事業で実施した講座の講師、あるいは尼崎市体育協会役員に渡し、

使用料を徴収していない駐車料金の金額は不明とのことである）。 

尼崎公園条例施行規則第 9 条に従い、駐車場の無料駐車券は発行すべき

でない。指定管理事業の講師等の駐車場使用料については、講師等から徴

収すべきである。あるいは、指定管理事業の講師等の駐車料金は指定管理

事業実施のための必要経費であると尼崎市と指定管理者双方が合意した上

で、指定管理料の中から負担する必要がある。 

一方、自主事業の講師の駐車場料及び体育協会の役員の駐車料金につい

ても、講師から徴収するか、あるいは自主事業として指定管理者が負担す

る必要がある。 
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【２】社会体育施設（教育委員会事務局 スポーツ振興課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

【サンシビック尼崎】              【立花体育館第 1フロア】 

（http://www.aspf.or.jp/suncivic/） 

施設数 7

設置条例等 尼崎市立社会体育施設の設置及び管理に関する条例、同施行規則

設置目的
スポーツを愛好する市民に対するスポーツの実技指導、研修等を通じて、スポーツの推進を図
るための施設として体育施設を設置

設置年月日
①昭和58年4月1日、②昭和58年4月1日、③平成6年4月19日、④昭和55年4月1日、⑤昭和60
年6月1日、  ⑥昭和51年10月1日、⑦平成元年10月26日

担当部・課 教育委員会事務局　社会教育部　スポーツ振興課

施設名 尼崎市立社会体育施設

所在地

①サンシビック尼崎屋内プール：尼崎市西御園街93番地の2
②中央体育館：尼崎市西御園町93番地の2（①と同じ）
③小田体育館：尼崎市潮江1丁目15番3号
④大庄体育館：尼崎市菜切山町20番地
⑤立花体育館：尼崎市三反田町1丁目1番1号
⑥武庫体育館：尼崎市武庫之荘8丁目17番5号
⑦園田体育館：尼崎市食満2丁目1番1号

主要な施設 屋内プール1、体育館6

供用時間
火曜日～土曜日まで：午前9時～午後9時まで、日曜日：午前9時～午後5時15分まで
（休館日：原則として毎週月曜日、毎年12月29日～1月3日）

使用料
屋内プール：小・中学生　１回420円、高校生以上・一般　１回840円
体育館：午前9時から午後9時まで1日利用　23,100円、その他1時間単価は利用時間により、
1,640円・2,100円・3,270円など

敷地面積
①6,279.01㎡、②6,279.01㎡、③1,861.41㎡、④2,016.82㎡、⑤2,028.11㎡、⑥2,938.86㎡、⑦
3,565.07㎡

延床面積
①2,557.04㎡、②1,964.99㎡、③2,019.88㎡、④1,432.15㎡、⑤1,607.93㎡、⑥1,325.13㎡、⑦
1,428.29㎡
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（２）指定管理者の概要 

公益財団法人　尼崎市スポーツ振興事業団指定管理者名

設立目的
広く体育スポーツの振興を図ることにより、住民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の
発展に寄与する

事業の内容

①スポーツ教室、競技会等スポーツ行事の開催
②スポーツ指導員の派遣
③スポーツ指導者の養成及びスポーツに関する競技水準の向上
④自然体験活動及び集団生活に関する指導
⑤社会体育施設等の管理運営
⑥スポーツクラブの設置及び管理運営
⑦体育・スポーツに関する調査研究及び情報提供
⑧その他目的を達成するために必要な事業

市との関係内容

【出捐者構成】
市　100％

【役員の兼務等】
理事長：市職員
常務理事兼事務局長：市職員OB
監事2名中の1名：市職員
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（３）指定管理の概要 

非公募

非公募

非公募

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

242,664 242,664 248,825 248,597 255,876 255,821 255,809

242,664 242,664 248,825 248,597 255,876 255,814

242,578 242,283 248,727 248,506 255,806 255,681

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

199,201 187,848 188,962 184,970 188,730 191,467 189,597

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

公募
（応募数）
・非公募

公益財団法人　尼崎市スポーツ振興事業団 平成18年4月～平成21年3月

公益財団法人　尼崎市スポーツ振興事業団 平成21年4月～平成24年3月

公益財団法人　尼崎市スポーツ振興事業団

自主事業収入の
合計額（千円）

平成24年4月～平成29年3月

指定管理料(千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 有
自主事業の
概要

スポーツ教室、スイミングスクール
自動販売機の設置

指定管理業務の範囲

①体育施設が行う事業の実施に関すること
②利用許可、その取消しその他体育施設の利用に関すること
③体育施設の利用に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること
④体育施設の施設及び付属設備の維持管理に関すること
⑤その他教育委員会が必要と認める業務

指定管理者の選定

非公募による。
「指定管理者制度について（指針）」（平成26年度4月改訂）において「団体の設立趣旨が施設の
設置目的と合致しており、団体において、施設の目的にそった自主事業等が実施できる場合」
は、公募によらず、「特定の団体を指定管理者とすることが出来る」と規定されている。
公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団の設立趣旨は「広く体育・スポーツの振興を図ること
により、住民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の発展に寄与すること」であり、これ
は、「尼崎市立社会体育施設の設置および管理に関する条例」に定める「スポーツを愛好する
市民に対するスポーツの実技指導、研修等を通じて、スポーツの推進を図るための施設として
体育施設を設置する」という施設の設置目的と合致していると所管課は判断し、教育長決裁によ
り、指定管理者（公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団）の選定を非公募とした。

指定管理者評価 と
モニタリング

事業報告書に関しては、基本協定書において、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記
載した報告書を提出しなければならないと記している。
(1)実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)施設の利用状況
(4)使用料収入の実績
(5)管理経費等の収支状況
(6)施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
(7)１年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
(8)その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

（注１）利用者数は、地区体育館及び屋内プール利用者数の合計人数（＝サルーススポーツ教室

参加者数、健康づくり教室参加者数、スポーツプラザ利用者数、各室団体利用者数の合

計人数）である。 

（注２）稼働率は、6 地区体育館すべての体育館の年間利用率合計／6（体育館数）として計算し

ている。なお、各体育館の年間利用率は各フロア年間利用率（＝利用時間／総開館時間）

合計／全フロア数として計算している。  

＜市負担コストの状況＞
（単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

242,664 242,664 248,825 248,597 255,876 255,814 255,809

242,664 242,664 248,825 248,597 255,876 255,814 255,809

－ － － － － － －

7,849 7,661 7,853 8,146 7,115 7,529 4,799

62,582 62,582 62,582 62,582 62,582 62,582 62,582

313,095 312,907 319,260 319,325 325,574 325,926 323,190

46,506 45,591 56,723 53,733 55,689 57,037 58,854

46,506 45,591 56,723 53,733 55,689 57,037 58,854

－ － － － － － －

266,589 267,316 262,538 265,593 269,885 268,889 264,336

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定数）

2,048 2,053 2,053 2,042 2,012 2,013 2,082

2,048 2,053 2,053 2,042 2,012 2,013 2,082

353,554 340,651 344,275 334,951 333,831 338,572 372,891

49.0 48.0 48.5 48.5 48.7 49.0 48.7

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他

2．人件費

3.その他費用（減価償却額）

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）

開館日数（日）

利用日数（日）

A .利用者数（人）

稼働率（％）

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定数）

886 919 927 953 975 963 867

132 134 165 160 167 168 158

754 785 763 793 808 794 709

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用(円) (4./A.)
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２．監査の結果及び意見 

（１）管理業務の再委託について事前承認漏れ（結果） 

｢指定管理者制度について（指針）｣（平成 26 年 4 月最終改訂） 4 指定

管理者による業務の委託には、「指定管理者は、指定管理者制度の趣旨から

見て、施設の管理に係る業務を一括して第三者へ委託することはできない

が、清掃、警備など個々の具体的業務については、地方公共団体の承認が

あれば第三者へ委託することができるとされている。」と定められている。 

当該指針を受け、尼崎市立社会体育施設の管理に関する仮基本協定基本

協定書第 17 条には、「指定管理者は、管理業務の処理を第三者に委託し、

または請け負わせてはならない。ただし、利用の許可及び使用料の徴収に

係る業務を除き、事前に、市が別に定める基準に従い、承諾を与えた場合

はこの限りではない。」と定められており、利用の許可及び使用料の徴収に

係る業務を除き、指定管理者が業務の一部を第三者に委託する場合には、

事前に尼崎市へ申請し、承認を受けることが必要とされている。 

社会体育施設の管理業務のうち、消防用設備保守点検業務など約 60 の業

務内容について、平成 27 年度については、指定管理者から、地区体育館は

7,765 千円、屋内プールは 4,843 千円の委託料の支出が報告されている。

しかし、当該委託契約全件について、事業報告書上の事後報告はあったも

のの、事前の尼崎市への再委託の申請はされていなかった。 

このため、結果的には、事業報告書の査閲により所管課の事後承認は得

ているものの、基本協定書第 17 条違反であり、また、再委託の状況の所管

課によるモニタリング不足により、再委託の理由、委託先の選定が適切か

どうか、所管課が確認することなく業務の一部が第三者へ再委託されてし

まっている状態であった。 

今後は、基本協定書第 17 条に従い、第三者への委託については、尼崎市

の事前承認を受けた上で、再委託をする必要がある。手続の漏れを防止す

るためには、毎年指定管理者から尼崎市へ提出する事業計画書の添付資料

として管理業務の第三者への再委託の承認を申請する様式を予め定めてお

くことが有用である。 

（２）非公募から公募への選定方法の見直し（意見） 

指定管理者制度は、民間事業者間の競争原理や事業者が保有する施設管

理のノウハウの活用により、経費の節減、質の高い住民サービスの提供を

目的とする制度である。したがって、指定管理者の選定は原則として公募
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により行い、一定の要件を満たす場合に例外的に非公募が容認されている。 

当該社会体育施設については、平成 18 年 4 月に指定管理者制度を導入し

てから 10 年超にわたり、「指定管理者制度について（指針）」（平成 26 年 4

月最終改訂）に定める、「団体の設立趣旨が施設の設置目的と合致しており、

団体において、施設の目的に沿った自主事業等が実施できる場合」に該当

するとして、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団が非公募により指定

管理者として選定されている。 

指定管理者制度について（指針）（平成 26 年 4 月最終改訂）2（2） 

指定管理者の選定は原則として、公募により行う。ただし、次に掲げる

ような場合は、特定の団体を指定管理者とすることができる。 

（・・・ア、イは記載省略） 

ウ 団体の設立趣旨が施設の設置目的と合致しており、団体において、施

設の目的に沿った自主事業等が実施できる場合 

なお、当該施設の管理業務は大きく分けて体育施設の利用により行う事

業の実施（ソフト面）と、施設の維持管理（ハード面）の 2 面からなるが、

所管課によると、指定管理者の公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団は、

ソフト面を重視し非公募として選ばれているとのことである。 

しかし、非公募による選定は、特定の団体を尼崎市が指名する選定方式

であり、①指定管理者候補の選定に関する透明性を確保する、②競争原理

の働く中でより良い提案をしてもらう、③行政の見込みを上回る民間のノ

ウハウを生かした提案をしてもらう、という指定管理制度導入による効果

を十分に得られない惧れがある。 

このような事態に陥ることを防止するために、また、当該施設の「体育

施設の管理運営」という業務の性質上、非公募としなければならない理由

はなく、原則どおり公募によることが望まれる。 

（３）修繕費についての市と指定管理者の費用負担の明確化と精算（意見） 

指定管理業務に含まれる、日常的な施設等の補修・修繕にかかる費用の

うち、補修・修繕を行わなかったことによる、指定管理者が策定した予算

の予算未執行額については、原則、毎年度精算対象とすることが望まれる。 

尼崎市社会体育施設管理業務実施要項によると、日常的修繕のうち、1

件当たり 1,000 千円未満の日常的修繕費を指定管理者が負担し、1,000 千

円以上の修繕費の分担は委託者と協議を行うこととなっている。 

平成 27 年度の管理経費に含まれる修繕費については、屋内プール分が予
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算額 5,335 千円に対して実績額 3,976 千円、地区体育館分が予算額 4,762

千円に対して実績額 4,129 千円であり、屋内プール 1,358 千円、地区体育

館 632 千円の合計 1,991 千円の予算未執行額があるが、尼崎市社会体育施

設の管理に関する仮基本協定書上、修繕費について精算する旨を定めてい

ないため、当該予算未執行額 1,991 千円の精算はされていない。 

このように予算額と実績額の差異が大きいのは、具体的な修繕の見積り

額の集計額として予算が編成されている訳ではなく、当初プロポーザル時

に尼崎市に提出した予算をベースにした予算額にすぎないことが要因であ

ると考えられる。 

また、所管課によると、日常的修繕費について精算する旨を基本協定書

上規定していない理由は、過去に、本来、尼崎市が負担するべき大規模改

修工事につき、尼崎市が予算を確保できない中、指定管理者が自己財源で

負担した年度もあり、実質的には所管課が過大な指定管理料を負担してい

ることはないと判断したためとのことであった。 

このような状況においては、本来、指定管理者が行うべきである日常的

な施設の修繕・補修の先延ばしにより、利得を得るケースも想定される。

ひいては、施設にとって必要な維持管理水準の保持を徹底できなくなる惧

れもある。 

このような事態に陥ることを防止するためには、基本協定書上、想定さ

れる修繕工事の区分、個々の修繕工事に関する尼崎市と指定管理者の分担

や判断基準、及び基本協定書の規定にない修繕工事が発生した場合の費用

負担方法について明確にした上で、指定管理者が負担する 1,000 千円未満

の日常的修繕費については、原則、毎年精算とすることを明記し、年度末

に精算（注）することが望まれる。 

（注）精算とは、指定管理料に不足があれば追給し、余剰があれば返還させることを想定してい

る。 

（４）指定管理業務に関する協議録の作成（意見） 

尼崎市と指定管理者との間における協議等については、尼崎市社会体育

施設の管理に関する仮基本協定書等において次のとおり定められている。 

尼崎市社会体育施設の管理に関する仮基本協定書 

第 12 条 市は施設の管理の適正を記するため、指定管理者に対して、そ

の管理業務または経理状況に関し報告を求め、実地について調査し、また

は必要な指示をすることができる。 
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平成 27 年度 尼崎市社会体育施設の管理に関する年度協定書 

第 7 条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、

法令に定めるもののほか、委託者、受託者、双方協議の上、処理するもの

とする。 

尼崎市社会体育施設管理業務実施要領 

第 6 （1）施設等の補修・修繕 イ 施設等の点検を効率的に行い、計

画的に日常的修繕を行うものとする。受託者が行う日常的修繕は、1 件当

たりの予定金額が 100 万円未満のものとする。100 万円以上のものにあっ

ては、委託者と協議を行うものとする。 

なお、当該施設について所管課は上半期と下半期に各々モニタリングを

実施し、指定管理評価表を作成して、指定管理者と必要な協議を行ってい

る。 

しかし、所管課と指定管理者との間における協議内容については、すべ

て口頭で行われており、議事録が残されていないとのことだった。 

議事録がない状態では、担当者あるいは所管課の担当者が変更になった

場合、適切に引き継ぎが実施されないことや、また、尼崎市と指定管理者

との間における協議内容が残されないことにより、指定管理業務における

ノウハウ等が蓄積されない惧れがある。 

こういった事態に陥ることを防止するために、所管課は、尼崎市の当該

施設を維持管理する上でのノウハウの蓄積である尼崎市との協議内容、打

ち合わせや指示などの記録について、指定管理者あるいは所管課が作成し、

双方確認することを基本協定書上定め、当該協議内容の記録を保管するこ

とが望まれる。 

（５）資本的支出の購入年度における固定資産台帳への登録（意見） 

現在、統一的な基準による地方公会計の整備が促進され、原則として平

成 27 年度から平成 29 年度までの 3年間ですべての地方公共団体において

統一的な基準による財務書類等を作成することが要請されており、その一

環として固定資産台帳の整備が求められている。そのため、尼崎市所有の

資産については、統一的な基準による地方公会計の整備に向けて、尼崎市

の固定資産として登録し、管理を進めることが望まれる。 

しかし、平成 27 年度においては管理経費の中の修繕費に含まれる高圧

ケーブル更新工事 953 千円（サンシビック尼崎）は、ケーブルの取替とい
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う工事の実体から、資本的支出であると考えられるが、平成 27 年度末の尼

崎市の固定資産としては登録されていない。 

このような状況を防ぐために、尼崎市社会体育施設の管理に関する仮基

本協定書等に、指定管理料を財源とする資本的支出であることが明確な支

出については、指定管理者から尼崎市へ寄付の手続をすることを明確にし

た上で、尼崎市の固定資産としての登録を購入年度に行うことを定めるこ

とが望まれる。 

（６）指定管理者の目標管理指標の設定（意見） 

指定管理者制度は、民間事業者間の競争原理、事業者が保有する施設管

理のノウハウの活用による経費の節減、質の高い住民サービスの提供を目

的とするものであり、同制度の導入によって所期の効果が発現しているか

を測定することは重要である。そこで、指定管理者に目標となる管理指標

を設定させ、その目標を達成するように計画を策定（Plan）、実行し（Do）、

計画目標値と実績値の比較分析により（Check）、目標達成のための改善策

を検討し、実行（Action）した結果を事業報告書において報告することで、

いわゆる PDCA のマネジメント・サイクルを確立・徹底することが必要であ

る。 

中央体育館内には、第 1 フロア、第 2 フロアがあり、当該施設の貸し出

しを行っている。事業計画書には、目標となる管理指標は記載されておら

ず、事業報告書には中央体育館の月別施設別利用者数の記録はあるものの、

稼働率の記載はなく、また、計画目標値と実績値との比較分析は行われて

いなかった。 

このように、目標管理指標が明確になっていないため、尼崎市立社会体

育施設の設置及び管理に関する条例に定める、「スポーツを愛好する市民に

対するスポーツの実技指導、研修等を通じて、スポーツの推進を図る」と

いう施設の設置目的達成のために、指定管理業務の中で実施している事業

の目標達成度合いを定量的に測れているか否かが不明であり、マネジメン

ト・サイクルの確立が不十分であると考える。 

基本協定書上、事業計画書に目標となる管理指標の記載を、また事業報

告書に、計画目標値と実績値の乖離があった場合は、その原因や翌年度に

向けての対応策を検討分析して記載することを求めることが望まれる。 

目標とする管理指標のひとつとしては、利用者数だけでなく、例えば、

施設の稼働率も、目標管理指標のひとつとして設定することが考えられる。 
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（７）回数券の現物確認（結果） 

屋内プールの回数券（大人 10 回分の料金 8,400 円で 11 回分使用可能）

については、台帳（管理簿）による管理を行い、定期的に台帳と現物の照

合を行うべきであるが、屋内プールの回数券の台帳はあるものの定期的に

台帳と現物の照合を行っていない。 

屋内プールの回数券は金券と同様であり、定期的な台帳と現物の照合に

よる現物管理がなされないことにより、横領や不正使用が行われる惧れが

ある。そのような事態に陥ることを防止するために、今後は、定期的に台

帳と現物の照合を行う必要がある。 

（８）自動販売機の設置についての尼崎市による直営化（意見） 

過去からサンシビック尼崎及び各地区体育館の敷地内に自動販売機 11 台

を設置するスペースについては、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団

に行政財産使用許可を与えている。 

平成 27 年度においては、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団は、自

主事業として、自動販売機の設置により民間業者から 2,458 千円の収入を

得ている。なお、尼崎市へ支払っている行政財産使用許可による行政財産

使用料は年間 142 千円であり、差額 2,315 千円が同事業団の利益となって

いる。 

所管課によれば、指定管理者制度が導入される以前から継続して、公益

財団法人尼崎市スポーツ振興事業団からの申請に基づき、行政財産の目的

外使用許可を与えているとのことだった。尼崎市が直営で運営すれば、通

常、利益を得ることができる自動販売機の設置を、公益財団法人尼崎市ス

ポーツ振興事業団へ実施させているが、当該自動販売機の設置を公益財団

法人尼崎市スポーツ振興事業団がすることに必然性はない。 

自動販売機の設置については、出資団体でかつ指定管理者である公益財

団法人尼崎市スポーツ振興事業団への行政財産使用許可とせずに、原則ど

おり、尼崎市として、公募により最大額の使用料を払う事業者と賃貸契約

を締結することが望まれる。 

（９）自主事業（高齢者割引・障がい者割引）の事前承認漏れ（結果） 

施設の使用料については、尼崎市立社会体育施設の設置及び管理に関す

る条例第 5 条第 2 項では、｢教育委員会は、教育委員会規則で定める特別な
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理由があると認めるときは、使用料を減免することが出来る｣と定められて

いる。さらに、尼崎市立社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規

則第 5 条においては「(1)市内に主たる事務所を置くスポーツ団体が利用す

るとき。（2）その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。｣が「特

別な理由があるとき」であると記載されている。 

屋内プールの使用は、大人 840 円、子ども 420 円だが、高齢者割引（尼

崎市在住の 65 歳以上の方は 480 円）、障がい者割引（尼崎市在住の障害者

手帳をお持ちの方は大人 420 円、子ども 210 円）については、尼崎市立社

会体育施設の設置及び管理に関する条例第 5 条第 2 項の｢教育委員会は、教

育委員会規則で定める特別な理由があるときは、使用料を減免することが

出来る｣場合には該当しない。このため、公益財団法人尼崎市スポーツ振興

事業団の基金を財源に、高齢者割引及び障がい者割引については、指定管

理者が自主事業として実施している。 

自主事業については指定管理者が尼崎市に対して事前に事業計画書を提

出しなければならない（尼崎市社会体育施設の管理に関する仮基本協定書

第 19 条）が、指定管理者は、平成 27 年度事業計画書に当該高齢者割引・

障がい者割引について記載していなかった。 

当該高齢者割引・障がい者割引について、事業計画の中で自主事業とし

て行う旨を記載し、尼崎市の承認を得るべきであった。 
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【３】北図書館（教育委員会事務局 中央図書館） 

１．概要 

（１）施設の概要 

（２）指定管理者の概要 

施設数 1

主要な施設 尼崎市立北図書館

使用料 無料

敷地面積 1,569.62㎡

延床面積 2,477.50㎡

担当部・課 教育委員会事務局　社会教育部　中央図書館

午前9時～午後8時
（休館日：毎週月曜日、3.7.8.12月を除く最終木曜日、12月28日～1月3日、特別整理期間）

供用時間

施設名 尼崎市立北図書館

所在地 尼崎市南武庫之荘3－21－21

設置条例等 尼崎市立図書館の設置及び管理に関する条例、同施行規則

設置目的
図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、
調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする

設置年月日 昭和54年6月1日

設立目的 公共図書館、学校図書室の図書の充実を図り、公衆の読書意欲の向上を図る。

事業の内容
指定管理者制度に基づく公共施設管理、図書館窓口業務の受託、書誌データベース
TRCMARCの作成・販売　等

市との関係内容

【出捐者構成】
市　0％

【役員の兼務等】
無し

指定管理者名 株式会社　図書館流通センター
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（３）指定管理の概要 

公募（5）

公募（1）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

90,895 89,599 91,323 95,621 97,112 96,396

90,895 89,599 91,323 95,621 97,112

88,134 88,236 89,475 94,683 96,237

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

- - - - - -

公募
（応募数）
・非公募

株式会社　図書館流通センター 平成23年4月～平成28年3月

株式会社　図書館流通センター 平成28年4月～平成33年3月

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

指定管理業務の範囲

①尼崎市立図書館の設置及び管理に関する条例第４条各号に掲げる事業（図書館資料の収集
を除く。）の実施に関すること
②北図書館及び図書館資料の利用に関すること
③北図書館の施設及び付属設備の維持管理に関すること
④その他教育委員会が必要と認める業務

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 有
自主事業の
概要

（1）子育て支援行事　　　　（2）シニア世代対象の健康講座
（3）親子参加行事    　　　 （4）ボランティアとの連携
（5）調べ学習支援

自主事業収入の
合計額（千円）

指定管理者の選定

平成22年度、8月～1月の間に5人の委員で構成する選定委員会が5回開催され、指定管理候
補者の選定評価を行った。

　第1回目　平成22年8月26日　日程、募集要項及び会議の運営方針の協議
　第2回目　平成22年9月24日　募集要項及び選定基準等の協議、決定
　第3回目　平成22年11月24日　書類審査及びプレゼンテーション方法等の協議
　第4回目　平成22年12月17日　プレゼンテーションによる審査、候補者選定協議
　第5回目　平成23年1月13日　意見書の作成が行われた。

【選定理由】
図書館管理運営の十分な実績があり、北図書館の管理を安定して行う能力を有していること等
により、指定管理者として選定された。

指定管理者評価と
モニタリング

下記の事項を記載した事業報告書の提出が定められている。
(1)実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)施設の利用状況（本の貸出冊数、集会室利用者数）
(4)実費弁償金収入の実績
(5)管理経費等の収支状況
(6)施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
(7)１年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
(8)その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

摘要

尼崎市内の図書館は中央図書館、北図書館であり、中央図書館は尼崎市直営で実施されてい
る。
中央図書館が所管課として北図書館を管轄しており、北図書館の各業務は中央図書館と連携し
て実施することとなっている。

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

90,895 89,599 91,323 95,621 97,112 96,396

90,895 89,599 91,323 95,621 97,112 96,396

－ － － － － －

5,242 2,984 3,096 3,004 3,408 3,439

7,415 7,415 7,415 7,415 7,415 7,415

103,552 99,998 101,834 106,040 107,935 107,250

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

103,552 99,998 101,834 106,040 107,935 107,250

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

286 288 287 291 295 296

286 288 287 291 295 296

371,087 365,407 345,632 333,708 346,333 347,507

609,083 593,244 548,398 544,247 613,518 613,518

2,117 2,409 2,469 3,647 4,014 4,014

100 100 100 100 100 100

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

279 274 295 318 312 309

－ － － － － －

279 274 295 318 312 309

稼働率（％）

情報入手方法の多様化による活字離れ等により、利用者数・本の貸出冊数が減少傾向にある。
平成26年度から27年度にかけて利用者数・本の貸出冊数が増加傾向にあるが、これは指定管
理者による利用者増加のための取組み（魅力的な自主事業の増加、自主事業数の増加等）によ
るものとのことである。

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

開館日数（日）

利用日数（日）

A .利用者数（人）

・本の貸出冊数

・集会所利用者数

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）

年度により、人件費や消耗品、修繕費が増減することに伴い、指定管理料も増減している。な
お、指定管理料は、指定管理者選定時に提出を受けた当初予算額と一致している。

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他

2．人件費

3.その他費用（減価償却額）
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２．監査の結果及び意見 

（１）受贈物品についての適時の備品台帳登録漏れ（結果） 

尼崎市が寄贈を受けた場合には、尼崎市財務規則第 138 条の規定に基づ

く備品受入れ処理を行う必要がある。 

尼崎市財務規則 

第 138 条（備品の出納） 

備品の出納通知は、物品管理者が備品の受入れにあっては物品受入通知書

（第 80 号様式）、備品の払出しにあっては物品払出通知書（第 81 号様式）

により行うものとする。 

平成 26 年 11 月に「寄附申込書」の提出を受けて尼崎市が寄贈を受けた

ブックトラック 1 台について、尼崎市から寄贈者に対する礼状の送付は

行っているものの、尼崎市財務規則第 138 条に定める適切な備品の受入れ

に関する決裁が行われたのは平成 28 年 9 月末であり、平成 28 年 10 月 31

日現在、尼崎市の備品台帳への登録が行われていなかった。寄贈を受けた

備品についても尼崎市の資産として管理する必要がある点では購入資産と

同じであり、規則に基づく適切な処理を行う必要がある。 

（２）市貸与備品の現物確認未実施（意見） 

尼崎市と指定管理者間で備品等の責任の所在や費用負担に関する見解の

相違が発生しないよう、公の施設に備えられている尼崎市貸与備品等につ

いては台帳を整備し、その実在性を尼崎市が適切に把握、確認することが

必要である。 

尼崎市では、年度決算に際し、尼崎市所有の物品について、会計管理室

から各所管課に対し「備品現在簿」の提出を求めている。「尼崎市立北図書

館 指定管理者管理運営業務仕様書」には、3（5）「備品について善良な管

理者の注意をもって業務を行うこと」と記載されており、指定管理者は、

貸与備品の管理を指定管理業務として実施することを求められている。そ

して、所管課は、備品管理の一環として、会計管理室から提出を要求され

ている「備品現在簿」を指定管理者に配布し、貸与物品について「備品現

在簿」と現物との確認を、毎年実施することを求めている。 

備品の現物確認の実施状況について、指定管理者に確認したところ、仕

様書に備品の現物確認をする旨の記載がないため、定期的な備品の現物確

認を行ったことはないとのことであった。 

備品の実在性を確認するためには、基本協定書に、毎年定期的に、指定

管理者が備品の現物を確認することを示したうえで、指定管理者備品の現
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物を確認し、尼崎市から貸与を受けている備品リストの更新を行うことが

有用である。 

（３）長期延滞者への貸出制限措置（意見） 

図書館法第 2 条 1 項において、図書館は、一般公衆の利用に供し、その

教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設であ

ると定められている。市民に公平な図書の貸出しを行う観点から、延滞冊

数や延滞率をできるだけ低く抑えるような取組を行うことが必要である。 

北図書館も含め、尼崎市市立図書館では、図書の延滞に対応する方策と

して、返却がない場合は、まず電話あるいはメールをして、電話が通じな

い場合は、はがきによる督促を行っており、日頃から延滞が長期化、常習

化しないように対応している。所管課としてはこの、電話やはがきによる

督促が延滞を増加させないための有効な対応策であると考えており、図書

の延滞者が追加貸出しを希望する際には、すでに貸出し中の図書が延滞で

あることを本人に伝達するのみで、延滞者に対して追加貸出しを禁止する

等特段の貸出制限措置を設けていない。 

指定管理者制度の導入以降、北図書館における延滞図書返却率は改善傾

向にあったが、貸出冊数の増加等により平成 25 年度以降の延滞図書返却率

は横ばいもしくはやや低下傾向にある。今後、延滞冊数の増加や返却率の

悪化がみられた場合には、例えば、延滞期間が一定期間以上の長期延滞者

に対しては、延滞図書の即時返却を求めるとともに、当該図書の返却が完

了するまでは新たな貸出を停止できる等の定めを設けることも有用と考え

られる。なお、高槻市や大阪市は、このような長期延滞者への利用制限に

関する定めを設けている（高槻市立図書館条例施行規則第 7 条の 2（高槻

市）、資料の長期延滞者の利用制限について（内規）第 3条（大阪市））。 
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（注）当初延滞冊数とは、貸出期間を超えて延滞を行っていた冊数であり、最終的に返却され 

た図書を含む。 

なお、所管課によれば、各延滞者によって事情が異なることから、利用

制限をする場合は、すべての延滞者を同列に考えるのは難しいとのことで

ある。図書の貸出停止が属人的な判断とならず、公平に行われるためには、

貸出停止処理に関する規定を設けることが望まれる。 
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（４）再委託先からの暴力団排除のための合意書の未入手（結果） 

尼崎市では、尼崎市暴力団排除条例が平成 25 年 7 月 1 日から施行された

ことに伴い、尼崎市の契約先から暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接

な関係を有する者（以下「暴力団等」という。）を排除するため、尼崎市暴

力団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱

に基づき、措置を講じている。指定管理者についても、尼崎市事務事業か

らの暴力団等の排除措置に関する要綱第 30 条において、指定管理者が再委

託を行う業務についても暴力団等と契約しないことが求められている。 

しかし、現在、指定管理者からの再委託業務において、指定管理者が再

委託先への契約書を作成する際に、「暴力団排除に関する特約」への合意書

を入手する等、再委託先が暴力団等でないことの確認が行われていない。 

指定管理者が再委託に係る契約書を作成する際には、尼崎市暴力団排除

条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に規定の

とおり、再委託先が暴力団等でないことの確認を行う必要がある旨を協定

書に記載の上、確認を徹底する必要がある。 

尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱 

（再委託契約の不締結等の要求） 

第 30 条 市長は、指定管理者（指定管理者となる者を含む。以下この条に

おいて同じ。）が指定管理者業務の一部を第三者に行わせる場合におい

て、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、当該指定管理者

に対し、当該第三者との間で契約を締結しないこと（既に当該第三者との

間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除すること）を求

めるものとする。 
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【４】女性・勤労婦人センター（市民協働局 協働・男女参画課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

施設数 1

主要な施設

（1階）ギャラリー、情報資料室、子ども室、喫茶コーナー
（2階）視聴覚室、学習室（No.1～3)、OA実習室、グループ活動室
（3階）多目的ホール、フィットネスルーム、料理教室、和室
(その他）駐輪場

供用時間
午前9時～午後21時（日曜日は9時～17時）
（休館日：毎週月曜日、祝日、年末年始）

使用料 ―

敷地面積 1,322.38㎡

延床面積 2,281.62㎡

設置条例等
尼崎市立女性・勤労婦人センターの設置及び管理に関する条例
尼崎市立女性・勤労婦人センターの設置及び管理に関する条例施行規則

設置目的 女性の自立及び社会参加の促進並びに女子労働者の福祉の増進を図るため

設置年月日 昭和49年7月13日

担当部・課 市民協働局　協働人権担当部　協働・男女参画課

施設名 尼崎市立女性・勤労婦人センター

所在地 尼崎市南武庫之荘3丁目36－1
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（２）指定管理者の概要 

設立目的
地域住民に対して、男女平等推進に関する事業、並びに子どもの権利尊重に関する事業を行
い、すべての人が個として自立し、人権が尊重され、性による差別を受けることのない社会の実
現に寄与するとともに、市民参画と協働のまちづくりを行なうことを目的として設立された。

事業の内容

① 男女平等に関する情報収集及び情報提供事業
② 男女平等に関する啓発･研修事業
③ 男女平等に関する調査研究事業
④ 女性の自立とエンパワメントのための相談事業
⑤ 女性の自立とエンパワメントのための就労支援・人材育成事業
⑥ 男女平等の視点に基づく文化創造事業
⑦ 子どもの権利尊重に関する情報提供・啓発事業
⑧ 市民参画と協働のまちづくりを支援する事業

市との関係内容

【出捐者構成】
市　0％

【役員の兼務等】
無し

指定管理者名 特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎
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（３）指定管理の概要 

公募(6)

公募(3)

公募(2)

公募(2)

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

42,300 42,300 42,428 42,404 43,733 43,717 43,699

42,300 42,300 42,428 42,404 43,733 43,717

42,300 42,300 42,428 42,404 43,733 43,717

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

12,164 7,100 5,096 5,101 3,084 6,828 6,601

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）

指定管理者の選定

平成26年度、7月～10月の4カ月間に4回の選定委員会が開催され、男女共同参画ネット尼崎
が選定された。
選定理由等は以下のとおりである。。
1　選定基準及び選定方法
女性・勤労婦人センター（以下、「女性センター」という。）は、男女共同参画社会づくりに資する
活動の拠点施設として、貸館業務はもとより、当センターの設置目的に沿ったさまざまな事業を
実施しており、指定管理者には、施設の管理業務と事業運営を一体的に実施できる能力が求
められる。
選定委員会では、こうした基本的な考え方に立って、尼崎市立女性・勤労婦人センターの設置
及び管理に関する条例第9条の規定に基づき、指定管理者を選定するための基準として、「市
民の平等な利用が確保されるものであるか」「女性センターの効用を最大限に発揮させるもの
であるか」「女性センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであるか」「女性センターの
管理を安定して行う能力を有しているものであるか」の4区分からなる基準を設定している。
この選定基準に基づき、申請者から提出された事業計画書などの書類審査と申請者によるプ
レゼンテーション及び面接審査により、指定管理者の候補者にふさわしい団体が選定された。
2　選定理由
特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎は、先の4区分の基準全てにおいて最も高い評
点を得て女性センター指定管理者の候補者として最もふさわしいと判断されたため。

指定管理業務の範囲

①女性の自立及び社会参加の促進のための学習及び啓発に関すること。
②女性のための相談に関すること。
③女性問題に関する情報の収集及び提供に関すること。
④女性関係団体等の育成に関すること。
⑤職業能力の開発、就労相談その他就労支援に関すること。
⑥利用許可、その取消しその他女性センターの利用に関すること。
⑦女性センターの利用に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
⑧女性センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること。
⑨その他市長が必要と認める業務

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 有
自主事業の
概要

①就業支援事業（スキルアップ・資格取得等）
②喫茶コーナーの運営

自主事業収入の
合計額（千円）

平成22年4月～平成27年3月

特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 平成27年4月～平成32年3月

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎

公募
（応募数）
・非公募

特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 平成16年7月～平成19年3月

特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 平成19年4月～平成22年3月
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書の第10条には、下記の事項を記載した事業報告書の提出を求めている。
(1)実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)施設の利用状況
(4)使用料収入の実績及び減免並びに還付状況
(5)管理経費等の収支状況
(6)施設利用者から寄せられた意見及びその対応状況
(7)１年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
(8)その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管
理者評価 とモニタリング」を参照。

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

42,300 42,300 42,428 42,404 43,733 43,717 43,699

42,300 42,300 42,428 42,404 43,733 43,717 43,699

－ － － － － － －

1,855 1,414 896 870 476 480 1,440

5,992 5,992 5,992 5,992 5,992 5,992 5,992

50,147 49,706 49,316 49,266 50,201 50,189 51,131

11,081 8,885 9,754 9,871 9,821 10,305 10,259

10,195 8,651 9,570 9,703 9,712 10,219 10,143

886 234 184 168 109 86 116

39,066 40,821 39,562 39,395 40,379 39,884 40,872

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

299 299 303 304 301 302 298

299 299 303 304 301 302 298

96,197 90,442 97,080 107,398 106,176 110,557 101,308

49.44 48.06 50.74 53.36 57.07 57.34 52.67

　稼働率は貸室利用可能数（開館日数×貸室数×３（午前・午後・夜間））に対する貸室利用件数で算定している。

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

521 550 508 459 473 454 505

115 98 100 92 93 93 101

406 451 408 367 380 361 403

A .利用者数（人）

　　使用料

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

開館日数（日）

利用日数（日）

　　指定管理料

　　その他

2．人件費

3.その他費用（減価償却額）

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

稼働率（％）

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

5.収入

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

１.事業費
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２．監査の結果及び意見 

（１）自主事業経費の市による負担（結果） 

尼崎市立女性・勤労婦人センターの管理に関する基本協定書第 20 条には、

指定管理者が自主事業を行う場合、自己の責任と費用により実施する旨が

定められている。 

また、年度協定においては、資格取得講座及び喫茶コーナーの運営は、

指定管理者が独自で行う事業であり、市は経費負担を行わない旨が定めら

れている。 

しかし、資格取得講座及び喫茶コーナーの運営事業は、尼崎市が、自主

事業として実施するよう指示している事業であるとの所管課の判断から、

所管課と指定管理者間で協議の上、企画・実施に係る人件費について指定

管理業務に係る管理経費に含め、尼崎市が負担している。 

このため、資格取得講座及び喫茶コーナーの運営の企画・実施に係る人

件費の取扱は、基本協定書及び年度協定書を逸脱している状況である。 

当該事業の経費の取扱いと協定書とを整合させるべきである。 

尼崎市立女性・勤労婦人センターの管理に関する基本協定書 

第 20 条 乙は、法令の範囲内で、女性センターの設置目的に合致し、かつ

管理業務の実施を妨げないと甲が認めた場合に限り、自己の責任と費用に

より、乙の自主事業を実施することができるものとする。この場合におい

て、乙は甲に対して事前に事業計画書を提出しなければならない。 

平成 27 年度尼崎市立女性・勤労婦人センターの管理に関する年度協定書 

ウ 就労支援、就労継続支援セミナー 

指定管理者の自主事業（別掲：指定管理者が独自で行う事業であり、市

は経費負担を行わない。）のなかで、職業能力向上に資し、女性の就労条件

を有利にするための資格取得講座をパソコン関連講座を含め、３講座以上

開催すること。ただし、受講料を徴収する場合は、講師謝礼、教材費及び

事務費などの経費を総合的に勘案し、参加者に過度の負担とならないよう

にすること。 

エ 喫茶コーナーの運営 

指定管理者の自主事業（別掲：指定管理者が独自で行う事業であり、市

は経費負担を行わない。）のなかで、喫茶コーナーを活用し、男女共同参画

の理念や女性センターの設置目的に合致した啓発・就業支援事業を実施す



87 

ること。 

（２）剰余金積立金の管理経費からの控除（意見） 

次の「指定管理者繰入金」は、指定管理者から尼崎市へ報告された、「管

理及び事業に要した経費の収支報告」の管理経費に含めて報告されている。 

指定管理者繰入金は緊急時の修繕対応等を目的とした剰余金積立金であ

る。 

そのため、剰余金積立金といった管理経費ではない内容が収支報告上、

管理経費として報告されている。 

所管課は、報告内容を把握しているため問題ないと認識しているとのこ

とであるが、管理経費の範囲を明確にした上で、当該施設の管理に係るコ

ストを適切に把握するために、剰余金については、管理経費に含めず報告

することを指導することが望まれる。 

（３）管理経費により購入した備品管理簿の未作成（結果） 

尼崎市立女性・勤労婦人センターの管理に関する基本協定書第 14 条第 3

項において「指定管理者は、管理経費により備品を購入した場合は、当該

備品の名称、数量等を別に定める女性センター備品管理簿に記載するもの

とする」と規定している。 

しかし、前指定管理期間（平成 22 年 4 月から平成 27 年 3 月）も、現在

進行中の指定管理期間においても、管理経費により購入した備品の点数が

少なく、現状管理に支障がないことを理由に、「備品管理簿」が作成されて

いなかった。 

基本協定書に従い、「備品管理簿」を作成する必要がある。 

（単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

168 164 115 98 67 93

内容

指定管理者繰入金
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【５】大庄地区会館（市民協働局 大庄地域振興センター） 

１．概要 

（１）施設の概要 

大庄地区会館を南西側からの施設外観 

施設数 1

担当部・課 市民協働局　大庄地域振興センター

施設名 尼崎市立大庄地区会館

所在地 尼崎市菜切山町16番1号 

設置条例等 尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例

設置目的
市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るための各種の研修、レクリエーション及び集会
の場を提供するもの
（尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例第2条）

設置年月日 昭和53年4月1日

主要な施設 1階：大会議室、小会議室、大広間（和室）、茶室、図書室、事務室　2階：ホール、教室、ロビー

供用時間 午前 9 時～午後 9 時　（休館日：毎週木曜日、12月29日～1月3日）

使用料
各部屋ごとに①午前9時～午後0時、②午後1時～5時、③午後6時～9時の3区分の料金を設定
ホール（定員500人）　①9,000円、②11,900円、③18,000円
大会議室（一括使用）（定員72人）　①2,500円、②3,400円、③5,000円　など

敷地面積 1,562.09㎡

延床面積 1,352.59㎡

摘要

尼崎市の公共施設の老朽化、耐震性の確保等の課題に対して、平成24年9月に策定された「公
共施設の最適化に向けた取組について（素案）」において、地域振興センターと地区会館を複
合施設として建替えを行う方針が出された。
大庄地区においては、大庄地域振興センターと大庄地区会館が、平成30年度に、旧大庄西中
学校跡地に建設予定の複合施設へ移転する予定である。



89 

（２）指定管理者の概要 

指定管理者名 大庄地区婦人連絡協議会

設立目的 大庄地区内の各地区婦人部の相互の交流を図ること

市との関係内容

【出捐者構成】
市　0％

【役員の兼務等】
なし

摘要

大庄地区婦人連絡協議会には、大庄西、武庫川、東大島、蓬川、濱、東、道意、元浜、大庄中
央、西大島、崇徳院、大庄北、華笑の会の13地区の単位婦人会が加入しており、大庄地区内の
各地域の婦人会の相互の交流を図ることを目的とし地域活動のほか、福祉活動、研修活動等に
積極的に取り組んでいる。
主な事業は以下とおり。
・納涼夏まつりの実施
・各種研修の実施
・米寿祝いの贈呈など敬老事業の実施
・新年互礼会の開催
・東日本大震災復興支援事業（地域支援事業）
・総会（年1回）、理事会（随時）、会計監査（年1回）の開催

事業の内容
上記目的を達成するために必要な事業（研修会ほか地域イベントの開催、各種地域事業への参
加協力）
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（３）指定管理の概要 

公募（７）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

21,087 20,840 21,436 21,546 21,423

21,087 20,840 21,436 21,546

17,706 17,940 18,191 17,110

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

83 130 657 833 720

現在までの指定管理者
指定管理者名

指定期間
（開始年月）

公募
（応募数）
・非公募

大庄地区婦人連絡協議会 平成24年4月～平成29年3月

利用料金の合計額
（千円）

自主事業の有無 有
自主事業の
概要

①各種文化教室
②カラオケ等リクリエーション
③地域行事

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）

自主事業収入の
合計額（千円）

指定管理業務の範囲

①施設の利用の許可、その取消しその他会館の利用に関すること
②尼崎市公共施設予約システムの運用に関する業務
③施設の利用に係る使用料の徴収、減免及び還付に関する業務
④施設及び備品の維持管理業務
⑤施設及び備品に係る1件 50万円未満の補修工事及び修繕業務
⑥学習室の利用及び統計に係る業務
⑦施設の利用状況等統計に関する業務
⑧大庄コミュニティルームの利用に係る大庄支所の鍵の管理及び貸出業務
⑨ 「はるる」と「くばるん」の受付業務

指定管理者の選定

平成23年7月～11月に7回の選定委員会が開催され、指定管理候補者の選定評価が行われ
た。
公募選定された本件指定管理者と平成24年４月１日から5年間の仮基本協定書を締結。市議会
の議決を経て本基本協定となり、以降今日に至る。

【選定理由】「市民の平等な利用が確保されるものであるか」「地区会館の効用を最大限に発揮
させるものであるか」「地区会館の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか」「地区会館の
管理を安定して行う能力を有しているものであるか」の4分野に審査基準を設け、書類及びプレ
ゼンテーション審査を経て、総合的に優れていたため、7団体の中から現指定管理者として選定
された。

指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書において、毎年度終了後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告
書を提出することとしている。
(1)実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)施設の利用状況
(4)使用料収入の実績
(5)管理経費等の収支状況
(6)施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
(7)１年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
(8)その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。

利用料金の
内容
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

21,087 20,840 21,436 21,546 21,423

21,087 20,840 21,436 21,546 21,423

－ － － － －

815 632 634 640 640

3,730 3,730 3,730 3,730 3,730

25,631 25,202 25,800 25,916 25,793

4,537 4,518 4,720 4,410 4,729

4,452 4,433 4,635 4,325 4,644

85 85 85 85 85

21,095 20,684 21,080 21,506 21,064

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

308 308 308 307 308

308 308 308 307 308

43,551 48,481 47,784 49,879 47,424

22.69% 24.18% 24.48% 24.64% 24.00%

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

589 520 540 520 544

104 93 99 88 100

484 427 441 431 444

稼働率は「利用件数／開館日数×貸室数（9室）×3区分（午前・午後・夜間）」の算定式により計
算している。

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

平成26年度から消費税率が改正されたこと、その他市負担の修繕費分の多寡により毎年度の指定管
理料は増減している。

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

　　　開館日数（日）

　　　利用日数（日）

A . 　利用者数（人）

稼働率（％）　※利用率を記載

　　その他収入

6.　市負担コスト（4-5.）

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他

2．人件費

3.その他費用（減価償却額）
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２．監査の結果及び意見 

（１）管理業務の再委託についての尼崎市による事前承認の文書化（意見） 

尼崎市立大庄地区会館の管理に関する仮基本協定書第 17 条に、管理業務

を第三者に委託、又は請け負わせる場合は、事前に尼崎市の承認を受ける

必要がある旨が定められている。 

大庄地区会館においては、冷暖房設備保守点検業務、警備業務等 10 件の

第三者委託を行っているが、尼崎市による事前承認の証跡が紙面で残され

ていなかった。  

所管課によれば、事前承認は口頭で行っているとのことであるが、尼崎

市が想定しない第三者への再委託が事後で発覚した場合に、その承認の有

無があいまいとならないよう、書面により、事前承認を行うことが望まし

い。 

また、手続の漏れを防止するためには、毎年、指定管理者から尼崎市へ

提出する事業計画書の添付資料として、管理業務の第三者への再委託の承

認を申請する様式を予め定めておくことが有用である。 

（２）修繕費についての市と指定管理者の費用負担の明確化と精算（意見） 

指定管理業務に含まれる日常的な施設等の補修・修繕にかかる費用のう

ち、補修・修繕を行わなかったことによる予算未執行額については、原則、

毎年度精算対象とすることが望まれる。 

尼崎市大庄地区会館管理業務実施要項によると、施設及び備品に係る 1

件 500 千円未満の補修工事及び修繕業務については、指定管理者が実施す

ることとなっている。 

平成 27 年度の管理経費に含まれる修繕費については、予算額 780 千円に

対して実績額は 521 千円で、259 千円の予算未執行額が残っているが、仮

基本協定書上、修繕費について精算する旨を定めていないため、当該予算

未執行額 259 千円の精算はされていない。 

予算額と実績額の差異が生じるのは、具体的な修繕の見積り額の集計額

として予算が編成されている訳ではなく、修繕費については、当初プロ

ポーザル時に尼崎市に出した予算をベースにした予算額であることが要因

であると考えられる。 

このような状況においては、本来指定管理者が行うべきである日常的な

施設の修繕・補修の先延ばしにより、指定管理者が利得を得るケースも想

定される。ひいては、施設にとって必要な維持管理水準の保持を徹底でき
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なくなる惧れもある。 

こういった事態に陥ることを防止するために、尼崎市立大庄地区会館の

管理に関する仮基本協定書上、想定される修繕工事の区分、個々の修繕工

事に関する尼崎市と指定管理者の分担や判断基準、及び基本協定の規定に

ない修繕工事が発生した場合の費用負担方法について明確にした上で、指

定管理者が負担する 500 千円未満の修繕費については、原則、毎年精算と

することを明記し、年度末に精算（注）することが望まれる。 

（注）精算とは、指定管理料に不足があれば追給し、余剰があれば返還させることを想定してい 

る。 

（３）行政財産の使用許可漏れ（結果） 

大庄地区会館に設置されている飲料用自動販売機 2 台のうち、指定管理

者制度導入以前から設置されている 1 台については、尼崎市が、設置業者

に地方自治法第 238 条の 4 第 7 項の規定による許可（以下、行政財産使用

許可）を行っているが、指定管理者が利用者の利便向上のため図書コー

ナーに設置したコーヒーの自動販売機 1 台については、「指定管理者の事業

として設置するのであれば行政財産使用許可は必要ない」との所管課の判

断により、行政財産使用許可が行われていなかった。 

公有財産の取得又は管理については、地方公共団体の長が総合的に調整

する権限を有し（自治法第 238 条の 2）、行政財産は、その用途又は目的を

妨げない限度においてその使用を許可することができる（自治法第 238 条

の 4）。したがって、指定管理者に公有財産の貸付の権限はなく、指定管理

者が自動販売機を設置するためには、尼崎市の行政財産の使用許可が必要

となる。 

尼崎市は、当該施設の自動販売機設置にあたっては、行政財産使用を許

可の上、行政財産使用料条例に基づく使用料(注)を指定管理者から徴収する

必要がある。 

（注）平成 27 年度においては、指定管理者は自動販売機の設置により民間業者から 18 千円の収 

入を得ている。一方、行政財産の使用許可をした場合の市へ支払使用料は 5千円である。 

（４）指定管理業務に関する協議録の作成（意見） 

所管課と指定管理者の協議内容のうち必要な事項については議事録等の

形で保管することが望ましい。 

尼崎市と指定管理者との間における協議等については、尼崎市立大庄地
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区会館の管理に関する仮基本協定書等において以下のように定められてい

る。 

尼崎市立大庄地区会館の管理に関する仮基本協定書 

第 12 条 尼崎市は施設の管理の適正を期すため、指定管理者大庄地区

婦人連絡協議会に対して、その管理業務または経理の状況等に関す報告を

求め、実地による調査し、または必要な指示をすることができる。 

平成 27 年度 尼崎市立大庄地区会館の管理に関する年度協定書 

第 7 条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、

法令に定めるところによるもののほか、尼崎市、指定管理者大庄地区婦人

連絡協議会、双方協議の上、処理するものとする。 

なお、当該施設について所管課は年 2 回モニタリングを実施し、指定管

理評価表を作成して、指定管理者と必要な協議を行っているほか、必要に

応じて協議を行っているとのことであるが、所管課と指定管理者との間に

おける協議内容については、すべて口頭で行われており、議事録が残され

ていない。 

議事録がなく、尼崎市と指定管理者との協議内容が残されない状態では、

指定管理者や所管課の担当者が変更になった場合、適切に引き継ぎが実施

されないことや、また、指定管理業務におけるノウハウ等が蓄積されない

惧れがある。 

こういった事態に陥ることを防止するために、所管課は尼崎市の当該施

設を維持管理する上でのノウハウの蓄積である尼崎市との協議内容、打ち

合わせや指示などの記録について、指定管理者あるいは所管課が作成し、

双方確認することを基本協定書上定め、当該協議内容を保管することが望

まれる。 

（５）市貸与備品の現物確認未実施（意見） 

尼崎市と指定管理者間で備品等の責任の所在や費用負担に関する見解の

相違が発生しないよう、公の施設に備えられている既存の市貸与備品等に

ついては台帳を整備し、その実在性を尼崎市が把握、確認することが必要

である。 

尼崎市では、年度決算に際し「財産に関する調書」を作成するため、尼

崎市所有の物品について会計管理室から各所管課に対し「備品現在簿」の

提出を求めている。指定管理者は、尼崎市立大庄地区会館管理業務実施要
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領に基づき、施設及び備品の維持管理責任を有しており、尼崎市の担当課

は指定管理者に対し、毎年度、「備品現在簿」を配布している。 

備品管理について指定管理者に確認したところ、平成 24 年 4 月の指定管

理開始時点において、当時の「備品現在簿」の提示はあったものの、尼崎

市貸与備品の数量を確認する点の引継ぎはなく、個々の備品の実在性は確

認していないとのことである。また、現在に至るまで尼崎市貸与備品のリ

ストである「備品現在簿」の備品について、実在性の確認をするよう指示

されていないため、備品の現物確認を行ってないとのことであった。 

監査人が尼崎市貸与備品の実在性の確認及び、設置備品の「備品現在簿」

における記録の網羅性を検証する目的で、ピアノをサンプルとして調査を

行ったところ、現物を確認できたピアノ 3 台のうち 2 台について、大庄地

区会館の「備品現在簿」に記載されておらず、大庄地域振興センターを設

置場所とする記載となっており、「備品現在簿」の設置場所が正確に記録さ

れていない状態であった。 

また視察の結果、今後、使用見込がない椅子、机が倉庫の一角に収納し

た状態となっていたが、備品台帳からの除却を行うべきであるか否かにつ

いて所管課への相談がされていなかった。 

今後は、尼崎市貸与備品の台帳を整備し、また、その実在性を確認する

ために、基本協定書に以下の事項を定め、実施すべきである。 

・基本協定締結時における備品台帳の位置づけを明確にし、また備品台

帳の更新のために、定期的に、指定管理者が実在性を確認することを

示しておく 

・指定管理者は備品の異動（設置場所の変更や取得、除却など）につい

て報告する 

・指定管理者の引継ぎの際に、備品台帳と現物の照合により、その実在

性の確認を行うという運用上の方針を示しておく 

（６）指定管理者の目標管理指標の設定（意見） 

指定管理者制度は、民間事業者間の競争原理や、事業者が保有する施設

管理のノウハウの活用による経費の節減及び質の高い住民サービスの提供

を目的とするものであり、同制度の導入によって所期の効果が発現してい

るかを測定することは重要である。そこで、指定管理者に目標となる管理

指標を設定させ、その目標を達成するように計画を策定（Plan）、実行し

（Do）、計画目標値と実績値の比較分析により（Check）、目標達成のための
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改善策を検討し、実行（Action）した結果を事業報告書において報告する

ことで、いわゆる PDCA のマネジメントサイクルを確立・徹底することが必

要である。 

指定管理者の事業計画書には、目標となる管理指標の記載はなく、事業

報告書には自主事業、施設の利用件数や利用率などの実績値が記載されて

いるものの、計画目標値と実績値、前年度数値との比較分析は実施されて

いなかった。 

指定管理者によると目標管理指標の設定は行っていないが、実質的には、

自主事業を活発に実施することで、前年より利用率をあげることを目標と

しているとのことである。しかし、現状では、目標管理指標が明確になっ

ていないため、尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例に定める、

「市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るための各種の研修、レク

リエーシヨン及び集会の場を提供する」という施設の設置目的達成のため

に、指定管理業務の中で実施している事業の目標達成度合いを、定量的に

測れているか否かが不明であり、PDCA サイクルの確立が不十分であると考

える。 

指定管理者が業務を開始してから、従来 20%未満であった大庄地区会館

の利用率は、約 24%へ向上している。指定管理業務の効果を評価するため

に、指定管理基本協定書上、事業計画書に目標となる管理指標の記載を、

また、事業報告書に、計画目標値と実績値の乖離が合った場合は、その原

因や翌年度に向けての対応策を検討分析して記載することを求めることが

望まれる。 
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【６】美方高原自然の家（こども青少年本部事務局 青少年課） 

１．概要 

（１）施設の概要  

施設数 1

敷地面積 67,595.25㎡

延床面積 7,510.72㎡

摘要

【施設設置の背景】
兵庫県では、昭和63年から県下の公立小学校の児童に対し、兵庫県教育委員会が発出した
「自然学校推進事業実施要綱」に基づく、4泊5日の自然学校を実施している。
尼崎市でも平成3年から市内小学校で自然学校事業が開始され、新たに自然学校事業を中心
に行う教育施設として、過去からの経緯、交通面、周辺環境、地元の協力等を勘案し、香美町の
土地を賃借し、平成8年に設置が行われた。

供用時間
午前9時～午後5時30分（ただし、宿泊利用者がある場合は、午前9時～翌日午前9時まで）
休所日：毎週月曜日、12月29日～1月3日（指定管理者は、教育委員会との協議によって、休所
日を変更、または臨時に休所することができる）

使用料

主要な施設
舎営施設（宿泊定員　宿泊室240人、リーダー室20人　計260人）
野営施設（宿泊定員　10人用テント10張、5人用テント20張　計200人）
その他野外施設（野外音楽場、星空広場、多目的広場、テニスコート等）

設置条例等 尼崎市立美方高原自然の家の設置及び管理に関する条例、同施行規則

設置目的
豊かな自然の中での野外活動及び集団生活を通じて青少年の健全な育成を図るとともに、市民
に自然と親しむレクリエーション活動の場を提供することにより、市民の自然への理解を深め、余
暇の活用を図る

設置年月日 平成8年4月6日

担当部・課 こども青少年本部事務局　こども青少年部　青少年課

施設名 尼崎市立美方高原自然の家

所在地 兵庫県美方郡香美町小代区新屋1432‐35

備考
1 　「自然学校事業」とは、学校教育活動の一環として行われる児童及び生徒の野外活動等で教育委員会規則で定めるものをいう。
2

3 　「青少年等」とは、18歳に達する日以後の直近の3月31日までの間にある者及び教育委員会規則で定める者をいう。
4
5 　「午前」とは午前9時から午後0時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時までの利用をいう。
6

400 円 800 円 1,200 円

　「市民等」とは、本市又は兵庫県美方郡香美町内(以下「市内等」という。)に居住する者、市内等に勤務場所を有する者及びその者と住居を共にする
  者並びに市内等の学校に通学する者をいう。

夜間

　「1泊」とは、午後1時から翌日午後0時までの利用をいう。

　3歳未満の者が利用する場合の使用料は、無料とする。

テニスコート １面１時間につき

3,670 円 7,350 円 11,020 円
午後 4,900 円 9,800 円 14,700 円

3,670 円 7,350 円 11,020 円
野外炊事場 １人１回につき 50 円 100 円 150 円

多目的ホール
午前

2,460 円 4,920 円 7,380 円

520 円 1,050 円 1,570 円
小研修室

午前 520 円 1,050 円 1,570 円
午後 700 円 1,400 円 2,100 円
夜間

創作工芸室
午前 2,460 円 4,920 円 7,380 円
午後 3,280 円 6,560 円 9,840 円
夜間

1,630 円 3,270 円 4,900 円

2,460 円 4,920 円 7,380 円
大研修室

午前 2,460 円 4,920 円 7,380 円
午後 3,280 円 6,560 円 9,840 円
夜間

中研修室
午前 1,630 円 3,270 円 4,900 円
午後 2,180 円 4,360 円 6,540 円
夜間

宿泊しない場合

区　　　　　　　　　　分

使用料の額
市民等 その他

青少年等 その他 青少年等 その他

宿泊室
青少年等（１人につき） 1,000 円 2,000 円
その他（１人につき） 2,000 円

テントサイト
５人用テントを利用する場合（１張りにつき） 3,000 円 5,100 円

10人用テントを利用する場合（１張りにつき） 6,000 円 10,200 円

宿泊する場合

区　　　　　　　　　　　　　　　分
使用料の額（１泊につき）

市民等 その他

3,400 円

自然学校事業で利用する場合（１人につき） 1,000 円 2,000 円

その他の利用
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（２）指定管理者の概要 

市との関係内容

【出捐者構成】
市　0％

【役員の兼務等】
無し

事業の内容
(1)アウトワード・バウンドの教育理念の普及・啓発事業
(2)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

指定管理者名 公益財団法人　日本アウトワード・バウンド協会

設立目的

アウトワード・バウンドの教育理念（奉仕・努力・不屈）に基づき、自然環境の中にある挑戦の機会
を提供し、その体験をとおして、青少年に自己の可能性を発見させるとともに他者に対する思い
やりの心や協調性など、人として持つべき社会性を育み、以って児童または青少年の健全な育
成を図る。
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（３）指定管理の概要 

公募(3)

公募(2)

公募(1)

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

132,800 132,800 130,250 129,069 131,200 130,936 130,891

132,800 132,800 130,250 129,069 131,200 130,936

129,984 133,212 129,672 129,298 130,781 130,910

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

5,094 7,975 9,139 9,458 7,735 6,891 9,315

財団法人　日本アウトワード・バウンド協会(2期目)
平成21年4月
～平成24年3月

公益財団法人　日本アウトワード・バウンド協会(3期目)
平成24年4月
～平成29年3月

現在までの
指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

公募
（応募数）
・非公募

財団法人　尼崎市スポーツ振興事業団（1期目）
平成18年4月
～平成21年3月

有
自主事業の
概要

①指導者養成事業
②青少年育成事業
③家族対象自然体験事業
④大人対象自然体験事業
⑤日帰り利用促進自然体験事業

自主事業収入の
合計額（千円）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

①条例第4条に規定する事業の実施に関すること
②自然の家の利用の許可、その取消しその他自然の家の利用に関すること
③自然の家の利用に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること
④自然の家の施設及び付属設備の維持管理に関すること
⑤その他教育委員会が必要と認める業務

指定管理者の選定

施設設置当初の平成8年4月から平成18年3月においては、随意契約にて公益財団法人尼崎市
スポーツ振興事業団への業務委託を行っていた。直近の指定管理者選定については、平成23
年7月～10月の約4ヶ月間に4回の選定委員会が開催され、指定管理候補者の選定評価が行わ
れた。
【選定理由】
野外活動のノウハウがあり、豊かな自然の中での体験を通じ、自然や仲間の大切さを児童が学
べる様々なプログラムや、一般市民・団体の利用者増加に向け、施設の魅力向上につながるプ
ログラムを提供でき、選定基準である「市民の平等な利用が確保されるものであるか」、「自然の
家の効用を最大限に発揮できるか」、「管理に係る経費の縮減が図られるものであるか」、「自然
の家の管理を安定して行う能力を有している物であるか」において、全て優れていたことから、公
益財団法人日本アウトワード・バウンド協会を指定管理者として選定した。

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）

指定管理業務の範囲

利用料金の
合計額（千円）

自主事業の有無
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指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書には、地方自治法244条の2第7項の規定に基づき、下記の事項を記載した事業報
告書の提出が定められている。
（1）実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
（2）管理業務に係る実施状況
（3）施設の利用状況
（4）使用料収入の実績
（5）管理経費等の収支状況
（6）施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
（7）1年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
（8）その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

133,948 134,142 131,380 130,197 132,338 132,080 132,322

132,800 132,800 130,250 129,069 131,200 130,936 130,891

1,148 1,342 1,130 1,128 1,138 1,144 1,431

2,148 2,097 2,042 2,118 2,056 1,664 2,879

58,848 58,848 58,848 58,848 58,848 58,848 58,848

194,944 195,088 192,270 191,163 193,242 192,592 194,049

23,180 28,721 29,940 30,788 29,614 28,388 28,245

23,162 28,710 29,929 30,777 29,603 28,377 28,234

18 11 11 11 11 11 11

171,764 166,367 162,330 160,375 163,628 164,204 165,804

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

342 346 344 346 342 346 346

281 281 281 278 271 265 276

33,054 34,748 34,670 37,938 36,173 34,073 35,109

33.9 33.8 42.9 41.4 38.1 35.2 37.6

3.2 3.6 2.5 4.5 3.7 2.9 3.4

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

5,898 5,614 5,546 5,039 5,342 5,652 5,527

701 827 864 812 819 833 804

5,196 4,788 4,682 4,227 4,523 4,819 4,723

平成24年度からの指定管理者選定の際に、現指定管理者から指定管理料の削減が提案された
こと、平成26年度からの消費税率が改正されたこと、その他、建築基準法12条定期点検委託料
の増減、市負担の修繕費分の多寡により毎年度の指定管理料は増減している。

　　　　　　　　　　    年度
 項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他

2．人件費

3.その他費用（減価償却額）

開館日数（日）

利用日数（日）

A .利用者数（人）

宿泊室稼働率（％）

テント稼働率（％）

　　　　　　　　　　    年度
 項目

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

 　 使用料

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）

「『青少年教育関係施設等基礎調査』報告書　平成25年度調査」（平成27年12月）によると、稼
働率20%台未満の市立の宿泊施設（政令指定都市除く、無回答除く）が全体の67%を占めてお
り、当該施設は比較的高い稼働率を継続しているといえる。
平成26年度以降稼働率が低くなっているが、主な要因は、自然学校での利用数の減少である。
小学校の統廃合による校数の減少や、少子化による児童数の減少、丹波少年自然の家との調
整による利用の減少等により、自然学校での利用数が減少傾向にある。なお、気候により年度ご
との稼働率の変動もみられ、平成27年度においては暖冬の影響で予定されていたスキーキャン
プがキャンセルとなったため、稼働率が特に低下している。

　　　　　　　　　　    年度
 項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト

(円)(6./A.)
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２．監査の結果及び意見 

（１）市貸与備品の除却について所管課との協議及び報告漏れ（結果） 

尼崎市と指定管理者間で備品等の責任の所在や費用負担に関する見解の

相違が発生しないよう、公の施設に備えられている尼崎市貸与備品等につ

いては台帳を整備し、その実在性を、尼崎市が適切に把握、確認すること

が必要である。 

尼崎市立美方高原自然の家指定管理者募集要項 別添 指定管理者が行

う業務の内容及び履行方法 2（5）②には、指定管理者は、尼崎市の所有に

属する物品について、尼崎市財務規則及び関係例規の管理の原則及び分類

に基づいて管理を行う必要があり、また、廃棄等の異動については定期的

に尼崎市への報告が必要である旨が規定されている。さらに、尼崎市財務

規則第 143 条では、尼崎市の資産について、物品管理者である所管課長は、

売却又は廃棄を行う前にはその資産の不用の決定をすることが求められて

いるため、売却又は廃棄の前に所管課と協議を行う必要がある。 

尼崎市財務規則 

第 143 条（不用の決定） 

物品管理者は、その所管に係る備品のうち、適切に使用し、または処理す

ることができないものについては、会計管理者に合議のうえ、不用の決定

をし、売払いまたは廃棄の手続をしなければならない。 

しかしながら、指定管理者は、平成 24 年度以降、老朽化に伴い修理不可

となった等の理由で廃棄した尼崎市貸与備品 17 件について、指定管理者の

手元台帳には廃棄した旨を明記しているものの、所管課への事前協議なく

廃棄しており、また、事後の除却報告も行っていなかった。指定管理者に

質問したところ、募集要項に基づく除却報告を行う必要があることは認識

していたものの、除却前に所管課との協議を行う必要がある旨は認識して

いないとのことであった。 

指定管理者は募集要項等に基づき、市貸与備品を除却する前には、所管

課と協議を行い、除却後は、随時、除却報告を行う必要がある。 
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（２）行政財産の使用許可漏れ（結果） 

尼崎市公有財産規則第 28 条第 7 項には、尼崎市職員その他市長が指定す

る者が、通勤の用に供される自動車の駐車場として行政財産を使用すると

きには、駐車場利用者は行政財産の使用許可を得る旨が定められている。

指定管理者職員についても、尼崎市職員に準じて使用許可を得る必要があ

る。 

尼崎市公有財産規則 

第 28 条（使用の許可の範囲） 

行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第 238 条の 4 第 7

項の規定によりその使用を許可することができる。 

（略） 

（7）本市職員その他市長が指定する者をして、その通勤の用に供される自

動車の駐車場として使用させるとき。 

美方高原自然の家は、自動車でなければ通勤が困難な場所に設置されて

いるため、指定管理者職員は、通勤用自動車を当該施設の駐車場に駐車し

ているが、当該行政財産である駐車場について使用の許可を得ていない。

このため、指定管理者は、早急に駐車場の行政財産使用許許可を得る必要

がある。 

使用許可の手続に関しては、尼崎市公有財産規則第 37 条に基づき、別途

要綱を定めることとなる。 
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（３）直前キャンセルへの対応（意見） 

尼崎市立美方高原自然の家の設置及び管理に関する条例、尼崎市立美方

高原自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則により、美方高原自然

の家の使用料は後納が原則であると定められている。 

尼崎市立美方高原自然の家の設置及び管理に関する条例 

第 7条（使用料） 

1 前条の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を

納付しなければならない。 

尼崎市立美方高原自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則 

第 6条（使用料の納付時期等） 

使用料は、自然の家の利用が終わったときに納付するものとする。ただ

し、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料の額の全部又

は一部を前納させることができる。 

さらに、現状は直前キャンセルの場合のキャンセル料や前受金収受の取

決めを設けておらず、また施設の性質上、直前のキャンセルに対してその

空きを埋める新しい予約が入ることはほとんどないことから、直前キャン

セルがあった際には尼崎市はまったく収入を受け取ることができず、機会

損失を被ることとなる。平成 27 年度においては、施設の繁忙期シーズンの

予約団体が参加者不足により直前キャンセルとなった事案があり、尼崎市

は機会損失を被っている。 

直前キャンセルを防ぐために、指定管理者は予約団体との連絡を密接に

とることにより参加者の集客状況を事前に把握し、さらに、尼崎市立美方

高原自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則第 6 条但書を適用し、

前納制の採用についても検討することが有用である。また、直前キャンセ

ルについてはキャンセル料を徴収することを検討することも考えられる。

ただし、現行の規則ではキャンセル料についての定めはないことから規則

改正が必要となる。 

（４）宿泊者からの料金徴収方法の明文化（意見） 

「（３）直前キャンセルへの対応（意見）」に記載のとおり、美方高原自

然の家の使用料は、原則、後納である旨が定められている。 

また、指定管理者内規によれば、原則として宿泊のチェックアウト時に

宿泊者の使用料等を徴収することとしているが、例外的に、金銭の授受が

多額であり、使用者の信用力が高いと判断した場合には、使用者の申請に

より、翌月 10 日を期日とした事後振込を認めている。当該内規自体に条例
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等との不整合はないものの、チェックアウト時ではなく、事後振込により

使用料を徴収するという、例外的な運用を容認する要件が明確に定められ

ておらず、また、使用料が未納となる惧れがある。宿泊者の事後振込を許

可する要件を、明文化したルールとして定めることが望まれる。 

（５）「行政原価調査票」の原価率算定に採用する収入予定額の実態に基づい

た算定（意見） 

尼崎市では、各施設の使用料を適正なものとするため、企画財政局財政

課の指示により、各所管課が「原価主義による料金の行政原価調査票（使

用料）」を作成しており、同調査票上、算定された原価率に基づき、使用料

の改定を検討している。 

青少年課では、美方高原自然の家について、館内宿泊使用料と会議室等

使用料（研修室・多目的室・テニスコート・野外炊事（日帰り））の 2 種類

の使用料に区分して原価率を算定している。このうち、会議室等使用料の

原価率については、算定に際して採用している収入予定額が、実際の収入

額に比べ高いものとなっている（会議室等利用料の収入予定額 23,724 千円

に対して、平成 27 年度実績は 215 千円）。 

これは、青少年課と財政課との協議の結果、原価率の算定にあたり、会

議室等使用料の減免を考慮しない金額を、収入予定額として採用したため

とのことである。当該施設の宿泊者は、研修室や多目的室を無料で利用で

きるため、現状、原価率算定のために採用している収入予定額と、現実に

取り得る収入額には、大幅な乖離が生じている。収入予定額を基礎として

算定された原価率は 83.3%（会議室等利用料の必要経費額 19,766 千円÷収

入予定額 23,724 千円）で、実際の収入額により算定された原価率と比べて

低い。 

このように、現状の算定方法による原価率は、十分に実態を反映してい

るとはいえないため、使用料の改定を検討するための指標としては適切で

はないと考える。使用料の改定基礎となる原価率の算定に際して使用する

収入予定額には、実態に基づく収入額を採用することが望まれる。 
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【７】老人福祉センター（A 館）４施設（健康福祉局 高齢介護課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

施設数 4

敷地面積 下記参照

延床面積 下記参照

主要な施設 下記参照

供用時間 下記参照

使用料

老人（60歳以上）のセンターの利用は無料とする。
老人以外の者で市長の許可を受けた者は尼崎市立老人福祉センターの設置及び管理に関す
る条例に規定された使用料を前納することで利用が可能である。ただし、現在まで老人以外の
使用実績はない。

設置条例等 尼崎市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例、同施行規則

設置目的
60歳以上の者（以下「老人」という。）に対して、各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養
の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、日常生活の充実を図る。

設置年月日 下記参照

施設名 尼崎市立老人福祉センターA館

所在地 下記参照

担当部・課 健康福祉局　福祉部　高齢介護課

鶴の巣園 千代木園 福喜園 和楽園

東園田町
6-91-2

稲葉荘
2-24-5

南武庫之荘
1-7-20

東大物町
1-1-3

平成18年3月1日 昭和45年9月14日 昭和48年6月15日 昭和61年3月25日

福祉集会所１施設

福祉集会所1施設、便所1
施設、簡易機械室棟1施
設、倉庫1施設、訓練作業
所1施設、自転車置場1施
設

福祉集会所1施設、自転
車置場1施設

福祉集会所1施設

開館時間

休 館 日
水曜・祝日
12/29～1/3

月曜・祝日
12/29～1/3

金曜・祝日
12/29～1/3

木曜・祝日
12/29～1/3

男：火、金、日
女：月、木、土

火、木、日 月、水、土 月、水、金

1,091.24 1,613.20 991.77 900.00

677.32 999.43 997.63 717.64

午前8時45分～午後5時30分

風呂
営業日時

午前11時～午後3時

延床面積（㎡)

敷地面積（㎡)

主要な施設

設置年月日

所在地

老人福祉ｾﾝﾀｰ
名　　　　称

供
用
時
間
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【鶴の巣園】              【千代木園】 

【福喜園】               【和楽園】 

（２）指定管理者の概要 

第二種社会福祉事業は、事業の実施に伴い、利用者への影響が比較的少なく、自主性と創意工夫を助長するため、公的規
制の必要性が低い事業（主として在宅・通所サービス）であり、主な具体的事業内容は、助産施設、保育所、児童家庭支援セ
ンター、母子福祉施設、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター、身体
障害者福祉センター、無料低額診療事業、隣保事業、福祉サービス利用援助事業等である。

設立目的 社会福祉法に基づく、社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織

事業の内容 第二種社会福祉事業

市との関係内容

【出捐者構成】
市　0％

【役員の兼務等】
なし

指定管理者名 社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会
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（３）指定管理の概要 

平成 27 年度には、前年度の清掃委託料の節減を反映して、平成 28 年度

には職員の定年退職等により、人件費単価が下がったことに伴い、指定管

理料が減額している。 

非公募

非公募

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

204,253 200,459 200,459 200,459 206,186 197,982 196,616

204,253 200,459 200,459 200,459 206,186 197,982

205,403 203,113 205,786 201,767 209,106 207,510

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

12,909 13,004 13,610 13,798 13,798 13,768 14,206

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

公募
（応募数）
・非公募

財団法人　尼崎市高齢者生きがい促進協会 平成18年4月～平成21年3月

社会福祉法人　尼崎市社会福祉協議会 平成21年4月～平成31年3月

利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 有
自主事業の
概要

①教養講座の開講
②健康講座の開講
③介護予防事業（平成26年度まで）及び国民健康保険運動の受託
（平成26年度～）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無

自主事業収入の
合計額（千円）

指定管理業務の範囲

①生活相談に関する事業
②健康相談に関する事業
③教養学習に関する事業
④健康増進に関する事業
⑤高齢者の社会参加に関する事業
⑥介護予防に関する事業
⑦老人クラブの援助に関すること
⑧利用者の自主活動に対する場の提供
⑨会議室等各部屋の利用に関すること
⑩高齢者の福祉の増進に資する多様なサービスの提供に努めること（市の委託事業含む）

指定管理者の選定

平成21年度から平成30年度の指定管理期間における指定管理者が、非公募により選定された
理由は、次のとおりである。
老人を地域で支える仕組みづくりを含め、事業の推進を継続的かつ安定的に実施するため、
議会承認を得た上で、老人福祉センター４施設の当該指定管理期間前の指定管理者であっ
た財団法人尼崎市高齢者生きがい促進協会（平成21年3月末日解散）から業務を引き継いだ、
社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会を非公募により選定した。

指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書には、尼崎市の指定管理制度について（指針）に基づき、事業報告書の提出が求
められ、事業報告書の記載内容は以下のとおりである。
（1）実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
（2）管理業務に係る実施状況
（3）施設の利用状況
（4）使用料収入の実績
（5）管理経費等の収支状況
（6）施設利用者から寄せられた意見及びその対応状況
（7）1年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
（8）その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管
理者評価 とモニタリング」を参照。

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）



109 

（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

204,253 200,459 200,459 200,459 206,186 197,982 196,616

204,253 200,459 200,459 200,459 206,186 197,982 196,616

－ － － － － － －

1,290 1,256 4,806 3,874 5,151 5,039 4,399

10,574 10,506 10,506 10,506 10,506 10,506 10,506

216,117 212,221 215,771 214,839 221,843 213,527 211,521

－ － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －

216,117 212,221 215,771 214,839 221,843 213,527 211,521

＜施設の利用状況＞
以下、開館日数、利用日数、利用者数については、4園合計である。

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

1,191 1,192 1,186 1,182 1,182 1,182 1,182

1,191 1,192 1,186 1,182 1,182 1,182 1,182

290,651 295,684 297,849 292,662 301,075 304,660 305,000

100 100 100 100 100 100 100

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

744 718 724 734 737 701 694

－ － － － － － －

744 718 724 734 737 701 694

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

開館日数（日）

利用日数（日）

A .利用者数（人）

稼働率（％）

　稼働率については、施設利用者が1名でもいれば稼働しているとみなすが、施設では体操など毎日行っており複数の利用
者が常時いるため100%としている。また、個室については、利用時間帯を設定しておらず、また講座によって午後に2回、3回
と行うものもあるため、稼働率の把握が困難であり、算定を行っていない。

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他

2．人件費

3.その他費用（減価償却額）
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２．監査の結果及び意見 

（１）市貸与重要物品の現物確認未実施（結果） 

尼崎市立老人福祉センター指定管理者管理業務仕様書 1（4）③において、

「指定管理者は、尼崎市の所有に属する備品のうち重要物品については、

尼崎市公有財産規則に基づく現在高の調査を行い、尼崎市に報告すること。」

と定められている。また、尼崎市公有財産規則第 68 条にも同様の旨が規定

されており、指定管理者は尼崎市所有備品のうち、重要物品について、少

なくとも年に 1回の現物確認が必要とされている。 

しかし、当施設においては、指定管理者が、平成 25 年度及び平成 28 年

度には、重要物品の現物確認を行ったとのことだが、現状では、尼崎市立

老人福祉センター指定管理者管理業務仕様書 1（4）③に定められている尼

崎市への報告がなされていない。公の施設に備えられている既存の備品等

について尼崎市が把握、確認できる状態にないと、例えば引き継ぎや、備

品買い替えの際、尼崎市と指定管理者間で備品等の責任の所在や費用負担

に関して見解の相違が生じてトラブルが生じる惧れがある。このような事

態に陥ることを防止するため、指定管理者は、定期的に重要物品の現物確

認を行う必要がある。 

尼崎市公有財産規則  

（公有財産現在額報告書の提出） 

第 68 条 管理主任は、その所管に属する公有財産（土地及び建物を除

く。）について、毎会計年度末における現在額及び毎会計年度間における増

減を記載した公有財産現在額報告書を作成し、翌年度の 4 月 30 日までに公

有財産課長に提出しなければならない 

（２）市貸与備品の除却処理漏れ（結果） 

平成 25 年度に行われた、市貸与備品の現在高の調査の際に、指定管理者

から尼崎市へ除却が報告された資産について、所管課において「備品現在

簿」からの除却処理が行われていなかったものが、平成 28 年度の現在高調

査により発見された。内容については次のとおりである。 

主な内容 点数 取得金額 

机、椅子、マット、絵画等 23 534,700 円

指定管理者から尼崎市へ市貸与備品の除却に関する報告があった場合に

は、尼崎市は速やかに「備品現在簿」から除却処理を行う必要がある。 
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（３）合理的な共通経費の按分基準の明確化（意見） 

指定管理者から尼崎市へ報告される収支報告である、「老人福祉センター

管理経費収支内訳」について、指定管理者が実施する指定管理事業と自主

事業等指定管理事業以外で共通に発生する管理経費については、合理的な

按分基準で按分の上、指定管理事業に要した管理経費を算定することが望

まれる。 

しかし、平成 27 年度までの「老人福祉センター管理経費」において、所

管課は共通に発生する経費の按分状況を把握していない。この場合、指定

管理事業に要する管理経費の妥当な実績額を把握できないため、従前、及

び次回の指定管理料の妥当性の検証が困難となる惧れがある。 

このような事態に陥ることを防止するためには、共通経費（指定管理事

業とそれ以外の事業で共通に発生する経費）の按分基準について、所管課

と指定管理者で協議の上決定し、協定書上明確にした上で、尼崎市は指定

管理事業に要した経費を正しく把握する必要がある。 

（４）共通経費の按分基準の継続性の確保（意見） 

「（3）合理的な共通経費の按分基準の明確化（意見）」に記載のとおり、

平成 27 年度までの「老人福祉センター管理経費」において、所管課は指定

管理事業と自主事業等指定管理事業以外で共通に発生する経費の按分状況

を把握していなかった。 

今回の調査において、按分基準について確認したところ、平成 27 年度の

「老人福祉センター管理経費」には、平成 26 年度まで使用していた経費の

按分基準が用いられず、指定管理事業及び自主事業に係る管理経費がすべ

て含まれて報告された結果、指定管理料 197,982 千円に対し、管理経費が

207,510 千円発生しており、収支差額が△9,528 千円となっていた。仮に、

平成 26 年度まで適用していた各事業に共通で発生する経費の按分基準によ

り指定管理事業に係る経費を算定した場合、平成 27 年度の指定管理事業に

要する経費は、200,047 千円、収支差額は△2,065 千円となる。 

所管課が共通経費の按分基準が妥当なものであるか否かを毎年検証して

いないと、このように、共通経費の按分基準を指定管理者が変更しても、

尼崎市は共通経費の按分方針が変更されている事実を発見できず、結果と

して、共通経費の按分基準の継続適用を求めることができなくなる惧れが

ある。 

このような事態に陥ることを防止するためには、指定管理業務のために
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発生する、指定管理業務とその他の業務の共通経費の按分基準については、

尼崎市と指定管理者間で協議の上決定し、協定書上明確にした上で適切に

報告させ、尼崎市は指定管理事業に要した経費を正しく把握することが望

まれる。 

（５）60 歳未満の施設利用に関する情報の提供（意見） 

尼崎市施設 MAP には「老人福祉センターは、60 歳以上の地域の高齢者の

皆さんからの各種相談に応じたり、健康の増進、教養の向上、レクリエー

ション等の様々な事業を行いながら、互いに協力し、健康で明るく楽しい

ひとときを過ごしていただく施設」と記載されている。老人福祉センター

は、基本的には、60 歳以上の方の利用を対象とした施設であり、現在まで、

60 歳未満の人の利用実績はない。 

しかし、尼崎市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例第 6 条に

は、60 歳未満であっても、使用料を前納すれば、当施設の利用が可能であ

る旨が規定されている。今後は、60 歳未満の施設利用に関する情報を提供

することが望ましいと考える。 

参考：尼崎市施設 MAP ホームページ 

（http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/map/list/list03.html#01）    
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【８】地域総合センター塚口（市民協働局 人権課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

施設数 1

担当部・課 市民協働局　協働人権担当部　人権課

施設名 尼崎市立地域総合センター塚口

所在地 尼崎市塚口本町2丁目28番11号

設置条例等 尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例、同施行規則

設置目的
地域住民をはじめとする市民相互の交流の促進及び人権啓発意識の普及高揚を図り、もって
市民福祉の向上に寄与するためのコミュニティの拠点となる施設として総合センターを設置する

設置年月日 昭和49年7月31日

主要な施設 集会室、教室、料理教室、和室、図書室、コミュニティルーム、談話室ほか

供用時間

利用時間：午前9時～午後9時(休館日でない土曜日にあっては、午後5時)
休館日：ア　日曜日及び土曜日(第2土曜日及び第4土曜日(これらの日のいずれかがイに掲げる
日に当たるときは、これらの日のうちイに掲げる日に当たらない日及び第3土曜日)を除く)、
イ　国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、ウ　12月29日～翌年の
1月3日まで

使用料

集会室（午前9時～午後0時まで：1,200円、午後1時～午後5時まで：1,720円、午後6時～午後9
時まで：2,100円）
教室（午前9時～午後0時まで：670円、午後1時～午後5時まで：1,050円、午後6時～午後9時ま
で：1,350円）
料理教室（午前9時～午後0時まで：1,200円、午後１時～午後5時まで：1,720円、午後6時～午
後9時まで：2,100円）
和室（午前9時～午後0時まで：670円、午後1時～午後5時まで：1,050円、午後6時～午後9時ま
で：1,350円）

敷地面積 1,057.84㎡

延床面積 1,321.42㎡

摘要

【施設設置の背景】
尼崎市においては、従来、同和問題解決のために、各地域（上ノ島、神崎、水堂、今北、南武庫
之荘、塚口の計6地域）において、総合センター、旧青少年会館、旧老人福祉センター分館等
の地区施設等を整備し、地域住民の福祉の向上及び住民相互の交流の促進を図るための事業
を実施してきており、塚口地域においても総合センターのほか、青少年会館、老人分館が整備さ
れていた。
「総合センターの今後のあり方について」の考え方において、総合センターについては、施設の
集約化を図るとともに管理運営体制の見直しを進めているところである。塚口総合センターにつ
いては、旧青少年会館が総合センターの同一敷地内に建っていたことから、旧老人分館を廃
止・売却、平成21年度に総合センター内に旧老人分館機能を移転整備し、現在の1館体制と
なっている。
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（２）指定管理者の概要 

指定管理者名 株式会社ハウスビルシステム

設立目的 建物、駐車・駐輪場及び各種施設の総合管理ほか

事業の内容 建物、駐車・駐輪場及び各種施設の総合管理ほか

市との関係内容

【出捐者構成】
市　0％

【役員の兼務等】
無し

摘要
指定管理者である株式会社ハウスビルシステムは、大阪市内に本社を置く会社である。本業の
ビル管理業務のほか、平成18年4月より指定管理事業に参画し、尼崎市内からは地域総合セン
ター塚口のほか魚つり公園、尼崎市立園田東会館の指定管理業務を受託している。
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（３）指定管理の概要 

公募（2）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

37,773 37,883

37,773

36,027

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

公募
（応募数）
・非公募

株式会社ハウスビルシステム 平成27年4月～平成32年3月

現在までの指定管理者
指定管理者名

指定期間
（開始年月）

指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書において、毎年度終了後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告
書を提出することとしている。
(1)実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)施設の利用状況
(4)使用料収入の実績
(5)管理経費等の収支状況
(6)施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
(7)１年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
(8)その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 無
自主事業の
概要

自主事業収入の
合計額（千円）

指定管理業務の範囲

①設置目的を達成するための事業の実施に関すること(市民相互の交流の促進、人権啓発、地
域住民の人権相談・自立支援等)
②総合センターの利用の許可、その取り消しその他総合センターの利用に関すること
③総合センターの利用に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること
④総合センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること等

指定管理者の選定

平成25年度及び26年度の2月～10月の約9か月間に、計6回の選定委員会が開催され、指定管
理候補者の選定評価が行われた。

【選定理由】
地域総合センター塚口には2者の応募があったが、財政状態が安定しており他施設の指定管理
実績のある株式会社ハウスビルシステムが「総合センターの管理を安定して行う能力がある」とし
て指定管理者に選定された。

【指定管理開始の背景】
「尼崎市立総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」が市議会で可
決されたことを受け、平成27年度より上述の総合センター計6施設すべてにおいて、指定管理を
開始している。

摘要

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

37,973 37,883

37,773 37,883

200 －

1,889 2,000

4,405 4,405

44,267 44,287

962 704

681 600

281 104

43,305 43,583

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

268 267

268 267

17,867 18,000

20.63% 25.00%

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

2,478 2,460

54 39

2,424 2,421

　　　　　　　　　　　　年度
   項目
１.事業費

　　指定管理料

　　その他

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

6.市負担コスト（4-5.）

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

開館日数（日）

利用日数（日）

A .利用者数（人）

稼働率（％）

2．人件費

3.その他費用
（減価償却額）
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２．監査の結果及び意見 

（１）建築物設備点検の結果発見された事項への未対応（結果） 

尼崎市は指定管理者に対し、年度協定書Ⅵ3 に基づき建築基準法第 12 条

第 2項及び同上第 4項に基づく建築物設備点検業務の実施を求めている。 

人命を損なう危険性のある事項や、災害時に被害の拡大を防ぐ目的で実

施する事項を発見することを目的としている建築基準法に基づく建築物設

備点検へは、優先的に対応する必要がある。しかし、平成 27 年度における

建築基準法に基づく建築物設備点検の結果、料理教室の防火ダンパー未設

置や弱電盤にふたがない等の事項計 8 件が発見されたものの、指定管理者

は、1年超工事を実施していなかった。 

所管課は、指定管理者との毎月の定例会議やメール連絡等において、複

数回、建築基準法に基づく建築物設備点検の結果への速やかな対応を指示

したが、指定管理者は、平成 27 年度中に優先して早急に対応することがで

きていなかった。結果として、建築基準法に基づく建築物設備点検の結果

への対応工事を実施したのは、平成 28 年度（平成 28 年 9 月）となった。

なお、建築基準法に基づく建築物設備点検の結果発見された事項への対応

方針や対応期限については、協定書等に明記されていなかった。 

建築基準法に基づく建築物設備点検の結果発見された事項については、

指定管理者は、所管課へ報告、協議のうえ、速やかに対応する必要がある。

また、所管課と指定管理者との認識が相違しないように、同点検の結果発

見された事項への対応方針や対応期限について、仕様書や協定書等に記載

することも有用である。 

（２）空調設備修繕についての早期対応（意見） 

尼崎市は指定管理者に対し、尼崎市立地域総合センター塚口管理業務実

施要綱Ⅵ8に基づき、施設の維持管理業務の実施を求めている。 

地域総合センター塚口は昭和 49 年に設置され、経年劣化による設備修繕

の必要性が想定されるところである。施設修繕については、尼崎市立地域

総合センター塚口管理業務実施要綱Ⅲ5 には、1 件 500 千円未満の補修工事

及び修繕業務については指定管理者が行い、1 件 500 千円以上の場合は尼

崎市との協議により対応方針を検討する旨が定められてる。 

貸館施設のひとつである集会室において、老朽化により空調設備が劣化

しており、その修繕が 500 千円超となる可能性があるとのことであった。 
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指定管理者は早期に集会室の空調設備修繕の見積りをとり、所管課と修

繕方針や修繕負担について協議するとともに、予算要求に係る概算設計を

依頼することが望まれる。 

（３）指定管理業務に関する協議録の作成（意見） 

所管課と指定管理者の協議内容についてはその記録を保管することが望

まれる。 

所管課は、平成 27 年度に受け入れた寄贈品（オフィスチェア 平成 28

年 3 月 10 日取得）は中古品であり、評価価額が 10 千円を超えないとの判

断により、尼崎市財務規則第 130 条に基づく消耗品として取り扱う方針を

指定管理者に対して連絡したとのことであるが、指定管理者は、同寄贈品

を備品として、「備品管理簿」上で管理していた。このように、所管課と指

定管理者間で、備品とするか消耗品とするかの判断に違いが生じたのは、

所管課と指定管理者、もしくは指定管理者内の情報連携不足に起因するも

のであり、仮に所管課と指定管理者間の協議内容の記録が保管されていれ

ば、判断に違いが出ることはなかった。 

また、議事録がない状態では、指定管理者や所管課の担当者が変更に

なった場合、適切に引き継ぎが実施されないことや、また、尼崎市と指定

管理者との間における協議内容が残されないことにより、指定管理業務に

おけるノウハウ等が蓄積されない惧れがある。こういった事態に陥ること

を防止するために、尼崎市と指定管理者間の協議、打ち合わせ及び指示内

容について、指定管理者あるいは所管課が協議録を作成し、双方確認する

ことを基本協定書上定め、当該協議内容を保管することが望まれる。 

（４）市貸与備品管理の現物確認未実施（意見） 

尼崎市では、年度決算に際し「財産に関する調書」を作成する必要があ

り、尼崎市所有の物品について会計管理室から各所管課に対し「備品現在

簿」の提出を求めている。尼崎市立総合センター指定管理者管理運営業務

仕様書（共通）14（2）には、「指定管理者は、市の所有に属する備品等に

ついては尼崎市財務規則及び関係例規に基づき適切に管理すること」と記

載されており、当該仕様書に基づき、所管課は指定管理者に対し毎年度

「備品現在簿」を配布し、尼崎市貸与物品について「備品現在簿」と現物

との確認を求めている。 

備品の現物確認の状況について指定管理者に質問したところ、平成 27 年
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4 月の指定管理者制度の導入開始から現在に至るまでの期間において、ま

だ、備品の現物確認が完了していないとのことであった。なお、監査人が

サンプルベースで備品の現物確認を行ったところ、尼崎市管理用シールが

貼り付けられている、分類番号 02010 の椅子計 19 脚が、「備品現在簿」に

記載されておらず、指定管理者はその理由を把握していなかった。 

公の施設に備えられている既存の備品等について尼崎市が把握、確認で

きる状態にないと、例えば引き継ぎや、備品買い替えの際、尼崎市と指定

管理者間で備品等の責任の所在や費用負担に関して見解の相違が生じてト

ラブルが生じる惧れがある。 

このような事態を防止するために、基本協定締結時における備品台帳の

位置づけを明確にし、また備品台帳の更新のために、定期的に指定管理者

が備品の現物確認をすることを基本協定書等に含めることが望まれる。 

（５）使用見込みがない市貸与備品の速やかな除却申請（意見） 

貸館の一部屋に、故障により使用見込がない、尼崎市貸与備品である回

転椅子 2 台収納されていた。このような、今後の使用見込がない故障備品

については、所管課と相談し、修繕等により使用する見込がないと判断さ

れる場合は、尼崎市へ除却を申請の上、尼崎市の承認を受けた後、備品の

除却を行うことが望まれる。 

（６）修繕費について市と指定管理者の費用負担の明確化と精算（意見） 

指定管理業務に含まれる、施設の軽微な修繕にかかる費用のうち、補

修・修繕を行わなかったことによる予算未執行額については、原則、毎年

度精算対象とすることが望まれる。 

尼崎市立総合センター指定管理者運営業務仕様書及び尼崎市立地域総合

センター塚口管理業務実施要項によると、日常的修繕のうち、1 件当たり

500 千円未満の修繕費を指定管理者が負担し、500 千円以上の修繕費の分担

は尼崎市と協議を行うこととなっている。 

平成 27 年度の管理経費に含まれる修繕費については、予算額 1,700 千円

に対して実績額 59 千円で、1,641 千円の予算未執行額が残っているが、尼

崎市立塚口総合センターの管理に関する仮基本定書上、修繕費について精

算する旨を定めていないため、当該予算未執行額 1,641 千円の精算はされ

ていない。1,641 千円が予算未執行額となってしまった理由は、平成 27 年

度は、管理経費予算として計上されているにも関わらず、建築基準法に基
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づく建築物設備点検で発見された事項に対応する修繕工事を、指定管理者

が年度末までに行わなかったためとのことである。 

本来指定管理者が行うべきである日常的な施設の修繕・補修の先延ばし

により、指定管理者が利得を得るケースも想定される。ひいては、施設に

とって必要な維持管理水準の保持を徹底できなくなる惧れもある。

このような事態に陥ることを防止するためには、基本協定書上、想定さ

れる修繕工事の区分、個々の修繕工事に関する尼崎市と指定管理者の分担

や判断基準、及び基本協定の規定にない修繕工事が発生した場合の費用負

担方法について明確にした上で、指定管理者が負担する 500 千円未満の修

繕費については、原則、毎年精算とすることを明記し、年度末に精算（注）

することが望まれる。 

（注）精算とは、指定管理料に不足があれば追給し、余剰があれば返還させることを想定してい

る。 
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【９】尼崎学園（こども青少年本部事務局 こども家庭支援課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

施設数 1

担当部・課 こども青少年本部事務局　こども青少年部　こども家庭支援課

施設名 尼崎市尼崎学園

所在地 神戸市北区道場町塩田3083番地

設置条例等 尼崎市尼崎学園設置条例、同施行規則

設置目的 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童養護施設として設置

設置年月日 昭和25年4月1日

供用時間
午前0時～午後24時
（休館日：なし）

使用料 ―

園舎（児童居室ユニット、事務室、医務室、学習室、面会室、心理室、支援相談室、交流室、会
議室、親子生活訓練室、調理室、ショートステイ室等）、柳川記念館、たんぽぽの家、グランド

主要な施設

敷地面積 24,834.40㎡

延床面積 2,114．83㎡

摘要

【施設設置の背景】
児童福祉法第41条の規定に基づき、乳児を除いて、(1)保護者のない児童、(2)虐待されている
児童、(3)その他環境が良くないために保護しなければならない児童を入所させて、養育すること
を目的として設置した施設である。
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（２）指定管理者の概要 

（３）指定管理の概要 

指定管理者名 社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団

設立目的
尼崎市との連携をもとに尼崎市社会福祉事業の推進を図り、広く市民福祉の向上と増進に寄与
することを目的として社会福祉事業を行う。

事業の内容

第一種社会福祉事業（母子生活支援施設の経営、児童養護施設の経営、肢体不自由児通園
施設の経営、養護老人ホームの経営、知的障害児通園施設の経営）
第二種社会福祉事業（身体障害者福祉センター及び身体障害者デイサービスセンターの経
営）

市との関係内容

【出捐者構成】
市　100％

【役員の兼務等】
理事長：副市長が兼務
副理事長：健康福祉局長が兼務
常務理事：健康福祉局部長を派遣
理事：企画財政局長及びこども青少年本部事務局長が兼務
監事：法人指導課長が兼務

摘要

指定管理者である社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団は、尼崎市内に本部を置く社会福祉
法人である。尼崎市が設置した社会福祉施設を主として経営を行い、尼崎市と一体となって尼
崎市の社会福祉事業の推進を図る法人であり、尼崎市尼崎学園のほか尼崎市立身体障害者福
祉センター、尼崎市立身体障害者デイサービスセンター、尼崎市立あこや学園、尼崎市立たじ
かの園の指定管理業務を受託している。

非公募

非公募

非公募

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

199,127 197,720 194,034 191,728 180,139 180,109 190,451

199,127 197,720 194,034 191,728 180,139 180,109

192,226 193,775 189,748 179,993 176,821 181,849

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 無
自主事業の
概要

自主事業収入の
合計額（千円）

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団 平成24年4月～平成29年3月

公募
（応募数）
・非公募

社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団 平成18年4月～平成21年3月

社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団 平成21年4月～平成24年3月

児童養護施設の使用料はなく、国からの措置費（国庫負担金）により運営している。
平成26年度の減少要因は、定員が60名から45名に減少したことによる措置費の減少によるものであ
る。

（注1）
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指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書第12条において「施設の管理の適正を期するため、管理業務又は経理状況等に関
し報告を求め、実地による調査等を通じて、管理業務又は経理の状況等を確認し、その評価を
行うとともに、必要な指示をすることができる」と定めている。

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。

指定管理業務の範囲

①学園の運営に関する事項
・学園の管理運営に関すること
・職員の配置に関すること
・運営にあたっての詳細(生活指導、学習指導、自立訓練、性教育、保育指導、行事、給食、心
理療法事業、子育て家庭ショートステイ事業及び一時保護、健康管理)
・防犯等の対応
・個人情報の保護
②施設の設備及び維持管理に関する事項
・施設･設備の小修繕、清掃、機械警備、害虫駆除及び樹木管理並びに消防設備及び冷暖房
設備の保守管理
③資料の作成に関する事項
・措置費請求書並びに措置費請求等に係る資料を作成
・設置認可関係並びに措置費加算等に関する申請書や報告書等を作成
・学園の利用状況等統計資料を作成

指定管理者の選定

尼崎市尼崎学園設置条例第5条に定めている下記の基準に基づき選定する。
(1)　市民の平等な利用が確保されること
(2)　学園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであ
ること
(3)　学園の管理を安定して行う能力を有していること
(4)　前各号に掲げるもののほか、学園の設置目的を達成するために十分な能力を有しているこ
と
●●●

指定管理者の選定を非公募とした理由は次の通りである。
「指定管理者制度について（指針）」（平成21年7月改訂）において「団体の設立趣旨が施設の設
置目的と合致しており、団体において、施設の目的に沿った自主事業等が実施できる場合」は、
公募によらず、「特定の団体を指定管理者とすることができる」と規定されている。
社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団の設立趣旨は「尼崎市との連携をもとに尼崎市社会福祉
事業の推進を図り、広く市民福祉の向上と増進に寄与すること」であり、これは、「尼崎市尼崎学
園設置条例」に定める「児童福祉法の規定による児童養護施設」という施設の設置目的と合致し
ている。
また、当該施設の運営において、経験やノウハウが欠かせず、管理者の継続性が求められてい
ることから、所管課は、指定管理者（社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団）の選定を非公募と
した。

【事務局間接費の取扱】
指定管理料は事務局間接費を含んだ数値であるが、管理経費決算額は事務局間接費を含ま
ない数値である。

摘要
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（４）施設の利用状況と利用単位当たりコスト及び市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

199,127 197,720 194,034 191,728 180,139 180,109 190,451

199,127 197,720 194,034 191,728 180,139 180,109 190,451

－ － － － － － －

806 785 815 2,451 2,061 1,680 2,159

15,447 14,530 13,613 12,699 415,366 406,211 397,055

215,380 213,035 208,462 206,878 597,566 587,999 589,666

170,092 166,618 167,579 153,932 152,845 177,288 183,080

－ － － － － － －

170,092 166,618 167,579 153,932 152,845 177,288 183,080

45,288 46,418 40,883 52,946 444,721 410,711 406,586

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

365 366 365 365 365 366 365

365 366 365 365 365 366 365

21,170 20,862 19,345 16,425 13,870 14,274 13,870

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

10,174 10,212 10,776 12,595 43,083 41,194 42,514

8,035 7,987 8,663 9,372 11,020 12,420 13,200

2,139 2,225 2,113 3,224 32,064 28,773 29,314

　　　　　　　　　　　　年度
   項目
１.事業費

　　指定管理料

　　その他

・平成26年度に定員が60人から45人に減少している。
・利用者数は被措置児童数の年間平均人数×利用日数で算出している。
・稼働率については、施設利用者が1名でもいれば稼働しているとみなすが、施設では利用者が
常時いるため100%としている。

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用（円）（4/A.）

6.市負担コスト（4-5.）

摘要
新園舎が完成し、平成26年2月から同園舎の利用を開始したことにより、減価償却の負担が大幅
に増加したため、平成26年度以降のその他費用が大幅に増加している。
その他の収入は県からの措置費収入である。

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

開館日数（日）

利用日数（日）

利用1人あたり収益（円）
（5./A.）

利用1人あたり市負担コスト
（円）（6./A.）

A .利用者数（人）

稼働率（％）

摘要

2．人件費
3.その他費用
（減価償却額）
4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入
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２．監査の結果及び意見 

（１）市貸与重要物品の現物確認未実施（結果） 

尼崎市尼崎学園管理業務実施要綱 5（2）には、「乙は、甲の所有に属す

る備品のうち、重要物品については、尼崎市公有財産規則に基づく現在高

の調査を行い、甲に報告すること。」と定められており、指定管理者は尼崎

市所有備品のうち、重要物品について、年に 1 回、現物確認を行う必要が

ある。 

しかし、指定管理者は、尼崎市貸与の重要物品のうち、一部については

現物を確認したものの、すべての重要物品につき、年に 1 回現物を確認す

ることは実施できていないため、現状では、尼崎市尼崎学園管理業務実施

要綱 5（2）違反の状態となっている。なお、指定管理者によると、平成 26

年 2 月の園舎移転時に、日常業務の繁忙から備品台帳における設置場所の

記載箇所が更新がされていなかったことが、網羅的に現物確認を行えてい

ない要因となっているとのことである。 

公の施設に備えられている既存の備品等について尼崎市が把握・確認で

きる状態にないと、例えば引き継ぎや、備品買い替えの際、尼崎市と指定

管理者間で備品等の責任の所在や費用負担に関して見解の相違が生じる惧

れがある。このような見解の相違から生じるトラブルを防ぐ観点からも、

備品台帳の更新のために、定期的に、指定管理者が備品の実在性を確認す

ることを基本協定書等に明記し、指定管理者はすべての備品の現物を定期

的に確認する必要がある。 

（２）合理的な共通経費の按分基準の明確化（意見） 

指定管理者の運営に必要な本部事務局管理経費は、実態に応じた按分比

率を用いて指定管理施設対象部門会計に按分することで、指定管理に必要

な経費を正確に算出できる。 

現状、指定管理者は、指定管理施設負担分と移管施設（注）負担分の按分

率により本部事務局管理経費を按分した上で、指定管理施設負担分の本部

事務局管理経費を、各施設の年度予算額に応じて各指定管理施設に按分し

ている。平成 27 年度の指定管理施設負担分と移管施設負担分の按分比率は、

指定管理施設負担分 73.38%、移管施設負担分 26.62%であるが、これは、平

成 21 年度当時の費用発生状況により算定された按分比率から変更されてお

らず、直近の実態とは異なる按分比率となっている。 

このように、実態に合っていない、過去の本部事務管理経費按分比率の
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見直しが行われなかった理由は、措置費の増加等、本部事務管理経費額へ

の明確な変化がない限り、前年踏襲を行う意識が強く、直近の実態を反映

した按分比率を採用することによって、管理経費の実績額を積算する、と

いう認識が乏しかったことが原因と考えられる。 

現状では、次回以降の指定管理料の検討時に、過去の管理経費実績額が

実態に合っていない金額として認識される惧れがある。本部事務局管理経

費の按分基準を明確にしたうえで、当該基準に基づき算定された管理経費

の実績額を把握し、次回の指定管理料算定の際には、必要となる管理経費

金額を適切に積算することが望まれる。 

（注）移管施設とは、平成 21 年 4 月 1 日に尼崎市から社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団に施設

移管された施設であり、サン野菊尼崎（母子生活支援施設）、長安寮（養護老人ホーム）の

ことである。 

（３）再委託先からの暴力団排除のための合意書の未入手（結果） 

指定管理業務の遂行に当たり、業務の一部を再委託する場合、再委託先

が暴力団等でないことを確認する必要がある。しかし、指定管理者は、再

委託先が兵庫県又は尼崎市の登録業者名簿に掲載されている業者であれば、

再委託先が暴力団であることの確認は不要であると判断し、再委託先への

委託契約書を作成する時に、「暴力団排除に関する特約」への合意書を入手

する等により、再委託先が暴力団等ではないことの直接的な確認を実施し

ていなかった。 

指定管理者が再委託に係る契約書を作成する際には、尼崎市暴力団排除

条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に規定の

とおり、再委託先が暴力団等でないことの確認を行う必要がある旨を協定

書に記載の上、確認を徹底する必要がある。 
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【１０】たじかの園（健康福祉局 障害福祉課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

施設数 1

敷地（地籍）面積 　1,646.35㎡

延床面積 　1,426.38㎡

摘要
児童福祉法第43条第2号に基づく、肢体の不自由な児童が保護者と一緒に通所して、機能訓練
や生活指導を受け、ひとりだちができるようになることを目的として設置した施設である。

主要な施設 保育室、理学療法室、作業療法室、言語訓練室

供用時間
午前9時～午後3時
（休館日：毎週日曜日及び土曜日、祝日、12月29日～1月3日）

使用料 ―

設置条例等 尼崎市立たじかの園の設置及び管理に関する条例及び同施行規則

設置目的
児童福祉法第43条第2号に規定する医療型児童発達支援センターとして、日常生活における
基本的な動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓
練及び治療を行う。

設置年月日 昭和60年6月1日

担当部・課 健康福祉局　障害福祉担当部　障害福祉課

施設名 尼崎市立たじかの園

所在地 尼崎市三反田町１丁目１－１
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（２）指定管理者の概要 

（３）指定管理の概要 

指定管理者名 社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団

設立目的
尼崎市との連携をもとに尼崎市社会福祉事業の推進を図り、広く市民福祉の向上と増進に寄与
することを目的として社会福祉事業を行う。

事業の内容

第一種社会福祉事業（母子生活支援施設の経営、児童養護施設の経営、養護老人ホームの経
営）
第二種社会福祉事業（身体障害者福祉センターの経営、身体障害者デイサービスセンターの
経営、障害児通所支援事業の経営）

市との関係内容

【出捐者構成】
市　100％

【役員の兼務等】
理事長：副市長が兼務
副理事長：健康福祉局長が兼務
常務理事：健康福祉局部長を派遣
理事：企画財政局長及びこども青少年本部事務局長が兼務
監事：法人指導課長が兼務

摘要

指定管理者である社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団は、尼崎市内に本部を置く社会福祉
法人である。尼崎市が設置した社会福祉施設を主として経営を行い、尼崎市と一体となって尼
崎市の社会福祉事業の推進を図る法人であり、尼崎市立たじかの園のほか尼崎市立身体障害
者福祉センター、尼崎市立身体障害者デイサービスセンター、尼崎市立あこや学園、尼崎市尼
崎学園の指定管理業務を受託している。

非公募

非公募

非公募

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

117,912 117,783 124,906 132,291 139,105 139,095 142,304

117,912 117,783 124,906 132,291 139,105 139,095

117,912 117,783 124,906 121,482 139,105 139,095

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 無
自主事業の
概要

自主事業収入の
合計額（千円）

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団 平成24年4月～平成29年3月

公募
（応募数）
・非公募

社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団 平成18年4月～平成21年3月

社会福祉法人　尼崎市社会福祉事業団 平成21年4月～平成24年3月
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（注）指定管理料が右肩上がりになっているのは、以下の理由によるものである。 

平成 25 年度より開始した障害児相談支援事業及び平成 26 年度より開始した保育所等訪問支援事

業により、指定管理料が増加している。 

平成 28 年度は、指定管理業務に含まれる、障害児相談支援事業拡大に伴う嘱託人件費の増加によ

り、指定管理料が増加している。 

指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書第11条において「施設の管理の適正を期すため、管理業務又は経理状況に関し報
告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる」と定めている。

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。

指定管理業務の範囲

①診断及び治療に関すること
②機能訓練に関すること
③生活指導に関すること
④①から③のほか、市長が必要と認める事業
⑤たじかの園の利用に係る使用料及び手数料の徴収、減免及び還付に関すること
⑥たじかの園の施設及び付属施設備の維持管理に関すること
⑦その他市長が必要と認める業務

指定管理者の選定

尼崎市立たじかの園の設置及び管理に関する条例第9条に定めている下記の基準に基づき選
定する。
（1）市民の平等な利用が確保されること
（2）たじかの園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるも
のであること
（3）たじかの園の管理を安定して行う能力を有していること
（4）前各号に掲げるもののほか、たじかの園の設置目的を達成するために十分な能力を有して
いること
●●●

指定管理者の選定を非公募とした理由次の通りである。
「指定管理者制度について（指針）」（平成21年度7月改訂）において「施設の運営において、幅
広い知識、経験やノウハウが欠かせず、その継続性が求められる場合」は、公募によらず、「特
定の団体を指定管理者とすることが出来る」と規定されている。
社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団の設立趣旨は「尼崎市と連携のもとに尼崎市社会福祉事
業の推進を図り、広く市民福祉の向上と増進に寄与すること」であり、これは、「尼崎市立たじか
の園の設置及び管理に関する条例」に定める「児童福祉法の規定に基づく肢体不自由児通園
施設としてたじかの園を設置する」という施設の設置目的と合致している。
また、当該施設の運営において、経験やノウハウが欠かせず、管理者の継続性が求められてい
ることから、所管課は、指定管理者（社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団）の選定を非公募と
した。
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞ （単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

130,141 129,490 141,848 148,951 156,594 155,988 159,564

117,912 117,783 124,906 132,291 139,105 139,095 142,304

12,229 11,707 16,942 16,660 17,489 16,893 17,260

1,210 785 1,629 1,581 2,140 1,280 1,600

5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245

136,595 135,520 148,722 155,777 163,978 162,513 166,408

53,782 50,597 49,629 39,954 37,454 47,284 48,856

－ － － － － － －

53,782 50,597 49,629 39,954 37,454 47,284 48,856

82,813 84,923 99,094 115,823 126,524 115,229 117,552

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

3,654 3,167 2,915 3,159 2,347 2,975 2913

482 419 334 315 247 326 328

80.3 69.8 55.7 52.5 41.2 54.3 54.7

＜利用単位あたり市コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

283,393 323,437 445,276 494,530 663,879 1,366 1,390

111,581 120,756 148,588 126,839 151,636 397 408

171,812 202,680 296,688 367,691 512,243 968 982

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

A .利用者数（人）

稼働率（％）

摘要

2．人件費

3.その他費用　（減価償却額）

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

6.市負担コスト（4-5.）

摘要

【その他収入の項目】
利用者負担金：自立支援法に基づく施設利用にかかる負担金（所得に応じた利用者負担）
使用料（診療報酬）：たじかの園内での医療行為に伴う診療報酬
手数料（診断書料）：たじかの園嘱託医師による診断書作成に伴う診断書料
県補助金（施設医療負担軽減）：県が定めた基準額を超える利用者負担金が生じた場合の県か
らの補助金
通所支援事業収入：通所支援事業所としての事業所収入
給食負担収入：給食材料費相当の利用者負担金

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

開館日数（日）

利用日数（日）

　　　　　　　　　　　　　　年度
  項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他

主たる事業である医療型児童発達支援について、下記のとおりに各指標を算定している。
利用日数（日）：年間延べ利用日数
利用者数（人）：年間延べ契約者数
稼働率（％）：年間延べ契約者数÷定員50人×12ヶ月
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２．監査の結果及び意見 

（１）市貸与重要物品の現物確認未実施（結果） 

尼崎市立たじかの園管理業務実施要綱 8（2）には、「乙は、甲の所有に

属する備品のうち、重要物品については、尼崎市公有財産規則に基づく現

在高の調査を行い、甲に報告すること。」と定められており、指定管理者は

尼崎市所有備品のうち、重要物品について、年に 1 回現物を確認すること

が必要とされている。 

しかし、指定管理者は、尼崎市貸与の重要物品のうち、一部については

現物を確認したものの、日常業務の繁忙により重要物品の現物確認の優先

度は低いと判断し、すべての重要物品につき、年に 1 回、現物確認を実施

できていない。このため、現状では、尼崎市立たじかの園管理業務実施要

綱 8（2）違反の状態となっている。 

また、公の施設に備えられている既存の備品等について尼崎市が把握・

確認できる状態にないと、例えば引き継ぎや、備品買い替えの際、尼崎市

と指定管理者間で備品等の責任の所在や費用負担に関して見解の相違が生

じる惧れがある。このような見解の相違から生じるトラブルを防ぐ観点か

らも、備品台帳の更新のために、定期的に、指定管理者が備品の実在性を

確認することを基本協定書等に明記し、指定管理者は、すべての備品の現

物を定期的に確認する必要がある。 

（２）合理的な共通経費の按分基準の明確化（意見） 

指定管理者の運営に必要な本部事務局管理経費は、実態に応じた按分比

率を用いて指定管理施設対象部門会計に按分することで、指定管理に必要

な経費を正確に算出できる。 

現状、指定管理者は、指定管理施設負担分と移管施設（注）負担分の按分

比率により本部事務局管理経費を按分した上で、指定管理施設負担分の本

部事務局管理経費を、各施設の年度予算額に応じて各指定管理施設に按分

している。平成 27 年度の指定管理施設負担分と移管施設負担分の按分比率

は、指定管理施設負担分 73.38％、移管施設負担分 26.62％であるが、これ

は、平成 21 年度に当時の費用発生状況により算定された按分比率から変更

されておらず、直近の実態とは異なる按分比率となっている。 

このように、実態に合っていない、過去の本部事務管理経費按分比率の

見直しが行われなかった理由は、措置費の増加等、本部事務管理経費額へ

の明確な変化がない限り、前年踏襲を行う意識が強く、直近の実態を反映
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した按分比率を採用することによって、管理経費の実績額を積算する、と

いう認識が乏しかったことが原因と考えられる。 

現状では、次回以降の指定管理料の検討時に、過去の管理経費実績額が

実態に合っていない金額として認識される惧れがある。本部事務局管理経

費の按分基準を明確にしたうえで、当該基準に基づき算定された管理経費

の実績額を把握し、次回の指定管理料算定の際には、必要となる管理経費

金額を適切に積算することが望まれる。 

（注）移管施設とは、平成 21 年 4 月 1 日に尼崎市から社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団に施設

移管された施設であり、サン野菊尼崎（母子生活支援施設）、長安寮（養護老人ホーム）の

ことである。 

（３）遊休市貸与備品の取扱いについて（意見） 

尼崎市貸与の備品のうち、たじかの園での保険診療開始に当たって、療

育、治療、検査の充実のために各種検査器具を具備したものの、現在は使

用されておらず、倉庫に保管したままになっているものがあった。現在、

遊休状態となっているものは、心電図を測定する機械 1 台（取得価額

1,339 千円）、脳波計 1 台（取得価額 2,564 千円）、誘発反応筋電図検査装

置 1台（取得価額 3,399 千円）である。 

指定管理者が、市所有の資産を、施設の管理において不要と判断した際

であっても、尼崎市の他施設で利用できる可能性や、売却により収入を得

ることが出来る可能性があるため、所管課は指定管理者に、尼崎市貸与の

遊休備品について報告することを協定書等で明確にした上で、指定管理者

はそれに従い、所管課へ遊休備品について報告を行うことが望まれる。 

（４）再委託先からの暴力団排除のための合意書の未入手（結果） 

指定管理業務の遂行に当たり、業務の一部を再委託する場合、再委託先

が暴力団等でないことを確認する必要がある。しかし、指定管理者は、再

委託先が尼崎市の登録業者名簿に掲載されている業者であれば、再委託先

が暴力団であることの確認は不要であると判断し、再委託先への委託契約

書を作成する際に、「暴力団排除に関する特約」への合意書を入手する等に

よる、再委託先が暴力団等ではないことの直接的な確認を実施していな

かった。 

指定管理者が再委託に係る契約書を作成する際には、尼崎市暴力団排除

条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に規定の
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とおり、再委託先が暴力団等でないことの確認を行う必要がある旨を協定

書に記載の上、確認を徹底する必要がある。 



【１１】弥生ケ丘斎場（健康福祉局

１．概要 

（１）施設の概要 

延床面積 3,356.83㎡

供用時間
午前9時～午後6時30分
（休館日：1月1日、友引日）

使用料

[葬儀式場]　1回　5,200円
[火葬場]　大人1体　13,200円・小人1体　6,600円・死産児1体　3,300円・胞衣、産汚物又は人体
の一部1個　1,500円
[遺体保管庫]1体1日1回　3,000円
摘要
　1　葬儀式場の利用時間が2時間を超える場合の使用料の額は、1,000円にその超える時間
（以下「超過時間」という。）（超過時間が1時間に満たないとき又は超過時間に1時間に満たない
端数があるときは、これらを1時間とする。）の時間の数値を乗じて得た額に5,200円を加えて得た
額とする。
  2　本市内に住所を有しない者が利用する場合（死亡の当時本市内に住所を有していた者の
葬儀又は火葬のために利用する場合を除く。）の使用料の額は、利用許可を受けた利用回数
等及びこれに係るこの表の右欄に掲げる額で算定された額の2倍（火葬場にあっては、4倍）とす
る。

備考
1　「大人」とは、死亡の日において12歳以上であった者をいう。
2　「小人」とは、大人及び死産児以外の者をいう。
3　「1日」とは、午前0時から翌日の午前0時までをいう。

敷地面積 3,906.26㎡

施設名 尼崎市立弥生ケ丘斎場

所在地 尼崎市弥生ケ丘町１－１

担当部・課 健康福祉局　保健部　生活衛生課

設置条例等 尼崎市立弥生ケ丘斎場の設置及び管理に関する条例、同施行規則

設置目的 葬儀式場施設の提供及び火葬に関する業務を行うため。

設置年月日 昭和24年9月

主要な施設
告別室3室　収骨室3室　待合ロビー　炉前ホール　エントランスホール
葬儀式場1室　遺族控室1室　屋上庭園
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】弥生ケ丘斎場（健康福祉局 生活衛生課） 

3,356.83㎡

午前9時～午後6時30分
（休館日：1月1日、友引日）

[葬儀式場]　1回　5,200円
[火葬場]　大人1体　13,200円・小人1体　6,600円・死産児1体　3,300円・胞衣、産汚物又は人体
の一部1個　1,500円
[遺体保管庫]1体1日1回　3,000円
摘要
　1　葬儀式場の利用時間が2時間を超える場合の使用料の額は、1,000円にその超える時間
（以下「超過時間」という。）（超過時間が1時間に満たないとき又は超過時間に1時間に満たない
端数があるときは、これらを1時間とする。）の時間の数値を乗じて得た額に5,200円を加えて得た
額とする。
  2　本市内に住所を有しない者が利用する場合（死亡の当時本市内に住所を有していた者の
葬儀又は火葬のために利用する場合を除く。）の使用料の額は、利用許可を受けた利用回数
等及びこれに係るこの表の右欄に掲げる額で算定された額の2倍（火葬場にあっては、4倍）とす
る。

備考
1　「大人」とは、死亡の日において12歳以上であった者をいう。
2　「小人」とは、大人及び死産児以外の者をいう。
3　「1日」とは、午前0時から翌日の午前0時までをいう。

3,906.26㎡

尼崎市立弥生ケ丘斎場

尼崎市弥生ケ丘町１－１

健康福祉局　保健部　生活衛生課

尼崎市立弥生ケ丘斎場の設置及び管理に関する条例、同施行規則

葬儀式場施設の提供及び火葬に関する業務を行うため。

昭和24年9月

告別室3室　収骨室3室　待合ロビー　炉前ホール　エントランスホール
葬儀式場1室　遺族控室1室　屋上庭園

施設数 1

[火葬場]　大人1体　13,200円・小人1体　6,600円・死産児1体　3,300円・胞衣、産汚物又は人体

　1　葬儀式場の利用時間が2時間を超える場合の使用料の額は、1,000円にその超える時間
（以下「超過時間」という。）（超過時間が1時間に満たないとき又は超過時間に1時間に満たない
端数があるときは、これらを1時間とする。）の時間の数値を乗じて得た額に5,200円を加えて得た

  2　本市内に住所を有しない者が利用する場合（死亡の当時本市内に住所を有していた者の
葬儀又は火葬のために利用する場合を除く。）の使用料の額は、利用許可を受けた利用回数
等及びこれに係るこの表の右欄に掲げる額で算定された額の2倍（火葬場にあっては、4倍）とす

尼崎市立弥生ケ丘斎場の設置及び管理に関する条例、同施行規則

告別室3室　収骨室3室　待合ロビー　炉前ホール　エントランスホール
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（２）指定管理者の概要 

（３）指定管理の概要 

事業の内容

①一般廃棄物の収集運搬及び処理に関する事業
②環境美化及び環境保全の推進に関する事業
③斎場・墓園の管理運営に関する事業
④その他前条の目的を達成するために必要な事業

市との関係内容

【出捐者構成】
市　100％

【役員の兼務等】
理事長：副市長
常務理事：市職員OB
事務局長：市派遣職員
正規職員：事務局長を除く35名中1名が市派遣職員

設立目的
環境の保全及び公衆衛生の確保を図り、もって住民の生活環境の向上と福祉の増進に寄与す
ることを目的とする。

指定管理者名 公益財団法人　尼崎環境財団

非公募

非公募

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

142,199 161,680 178,643 204,072 212,074 209,911 211,875

142,199 161,680 178,643 204,072 212,074 209,911

142,199 161,680 178,643 204,072 212,074 209,911

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

利用料金の
内容

利用料金の合計額（円）

自主事業の有無 無
自主事業の
概要

無

自主事業収入の合計額（円）

指定管理業務の範囲

①火葬に関すること。
②利用許可、その取消しその他斎場の利用に関すること。
③斎場の利用に係る使用料の徴収に関すること。
④斎場の施設及び付属設備の維持管理に関すること。
⑤その他市長が必要と認める業務

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

公募
（応募数）
・非公募

財団法人　尼崎市環境整備事業公社
（平成24年度から公益財団法人　尼崎環境財団とな
る。）

平成21年4月～平成26年3月

公益財団法人　尼崎環境財団 平成26年4月～平成31年3月

管理経費決算額(千円）
（実績額）

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料
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指定管理料については、平成 26 年度まで年々増加傾向であった。主な増

加要因として、平成 23 年度では、16 時火葬分の当日収骨の開始による作

業員増員等、平成 24 年度では、退職給付引当預金の積立て、平成 25 年度

では、退職給付引当預金の増額及び関西電力の値上げ、平成 26 年度では消

費税増税と燃料費の高騰が主な増加要因となっている。 

指定管理者評価と

モニタリング

基本協定書には、次の事項を記載した事業報告書の提出が定められている。

(1)実施した事業の内容及び実績（施設を利用して実施した自主事業を含む。）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)施設の利用状況
(4)使用料等収入の実績
(5)管理経費等の収支状況
(6)施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況
(7)１年間の管理実績を踏まえての課題点及び次年度に向けた対応策
(8)その他市が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。

指定管理者の選定

平成21年度からの指定管理者制度の導入開示時は、平成17年7月策定の「指定管理者制度に

ついて」に基づいており、特定の団体を指定管理者とすることができる要件は、次のとおりであっ
た。
　ア　利用者による自主的な管理が市民サービスの向上、管理経費の縮減等に効果がある場
合。
　イ　専門的かつ高度な技術が必要で、その能力を有する団体が特定される場合。
　ウ　指定管理者制度によって管理している施設と併設され、又は複合施設となっており、同一
の管理主体による一体的管理が効果的である場合。

　当該施設については、平成18年度の他課の偽装請負問題を受けて、平成19年度から平成20
年度にかけて従業員を尼崎市の臨時的任用職員として任用した経緯がある。これは、火葬業務
は専門性が高く、個々の知識、技能に負うところの多い業務であることから、業務の空白を生じさ
せない為の措置であった。このような経緯から、施設管理の安定性を重視して、平成21年度から
の指定管理者制度導入に際しても、臨時的任用職員を尼崎市環境整備事業公社（現　公益財
団法人尼崎環境財団）で雇用することを前提としていたため、イの条件を満たしていたこととなっ
ている。
　ウについては、平成21年7月に改正されているが、斎場と墓園は併設しており、一体的に管理
することから、当時のウの条件も満たしていたこととなる。

また、指定管理者の選定にかかる決裁書によると、平成21年度から開始する指定管理期間にお
いて、指定管理者が非公募により選定された理由は次のとおりである。
・斎場の経営は、法的にも永続性、非営利性が求められており、公益性の観点からも指定管理
者としては公益法人による経営が望ましい。
・斎場は衛生施設としての性質を有しており「生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図り市民
の生活環境の向上と福祉の増進に寄与する。」という財団の設立目的にも沿う。
・長年に亘り環境衛生の向上に寄与してきた公社の実績が評価できる。
・特殊な技能・経験を必要とする火葬業務または火葬受付業務について、経験を有する斎場の
臨時的任用職員を公社で採用するため、確実に業務を遂行できる体制が確保される。
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

利用者 1 人当たり費用が増加傾向となっていたのは、指定管理料の増加

に対し、胞衣（注）等の火葬件数が減少したことが主な要因である。 

（注）胞衣（ほうい）とは胎児を包んでいる膜や胎盤などの総称である。 

＜市負担コストの状況＞ （単位：円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

142,199 161,680 178,643 204,072 212,074 209,911 211,875

142,199 161,680 178,643 204,072 212,074 209,911 211,875

－ － － － － － －

6,059 5,806 6,818 6,927 5,320 3,296 3,408

38,677 38,677 38,677 38,677 38,677 38,677 38,677

186,935 206,163 224,138 249,676 256,071 251,884 253,960

60,383 60,649 61,521 59,616 62,148 63,948 63,594

60,320 60,575 61,451 59,548 62,066 63,868 63,513

64 74 70 68 82 80 81

126,552 145,514 162,617 190,060 193,923 187,936 190,366

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

303 304 301 304 304 305 304

303 304 301 304 304 305 304

5,055 5,550 5,328 5,047 5,296 5,476 5,486

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

なお、利用者数は、大人、小人、死産児、胞衣等の火葬件数及び式場、遺体保管庫の利用件数の合計である。

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

36,980 37,146 42,068 49,470 48,352 45,998 46,292

11,945 10,928 11,547 11,812 11,735 11,678 11,592

25,035 26,219 30,521 37,658 36,617 34,320 34,700

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

開場日数（日）

利用日数（日）

A .利用者数（人）

稼働率（％）

　　　　　　　　　　　　　年度
  項目

利用1人あたり費用(円)(4/A.)

　　　　　　　　　　　　　年度
  項目

　　　　　　　　　　　　　年度
  項目
１.事業費

　　指定管理料

　　その他

2．人件費 （※再任用、嘱託
等含む）

3.その他費用（減価償却額）

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）
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２．監査の結果及び意見 

（１）合理的な共通経費の按分基準の明確化（意見） 

指定管理者から尼崎市へ報告される収支報告である「指定管理事業に要

した経費」について、指定管理者が実施する指定管理事業と指定管理事業

以外で共通して発生する経費については、合理的な按分基準で按分の上、

指定管理事業に要した経費を算定することが望ましい。 

平成 27 年度の斎場管理運営事業費実績合計額 209,911 千円のうち、指定

管理者が実施する指定管理事業と指定管理事業以外で共通に発生する経費

の指定管理事業の管理経費への按分額である｢管理費配賦費（物件費）｣

11,346 千円は、従事人員数比等（指定管理事業従事職員数 16 人：指定管

理事業以外に従事する職員数 30 人）により按分されたものである。所管課

は従事人員数比が共通経費の按分基準として妥当であるか、また、継続的

に共通経費が従事人員数比により按分されているかという点について、特

段、検証をしていない。 

このように所管課は共通経費の按分基準が妥当なものであるか否かを検

証していないため、仮に、共通経費の按分基準を指定管理者が毎年変えた

としても尼崎市は特に変更を求めることができず、指定管理事業に要する

経費の按分比率に関する判断が継続した方針により行われない惧れがある。

また、尼崎市は指定管理事業の管理経費の実績額が適切であるか否かの判

断が困難となり、次回の指定管理料の妥当性の検証も困難となる惧れがあ

る。 

このような事態に陥ることを防止するためには、指定管理業務において

発生する共通経費の按分基準を何にするかについては、尼崎市と指定管理

者で協議の上決定し、協定書上明確にした上で、尼崎市は指定管理事業に

要した経費を正しく把握することが望まれる。 

（２）指定管理事業実施のために要する「管理費」の適切な計上基準の明確

化（意見） 

尼崎市は、年度終了後に指定管理業務に関する適切なコストを把握し、

次の指定時の予算策定に役立てるために、管理経費の実績額を入手し、精

査することが望ましい。 

指定管理者から尼崎市へ報告される 斎場管理運営事業費（指定管理事業

に要した管理経費）合計額 209,911 千円は、指定管理料 209,911 千円と同
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額となっている。これは、指定管理料 209,911 千円と、斎場管理運営事業

費 209,911 千円のうち、「管理費」以外の合計額 199,460 千円（内訳は、事

業費（人件費）93,608 千円、事業費（物件費）82,599 千円及びその他の費

用 23,253 千円）の差額 10,450 千円が斎場管理運営事業費の中の「管理費」

の費目へ計上されていることが要因であった。また、過年度の状況につい

て、所管課に問い合わせたところ、過年度も同様の収支報告となっていた。 

この場合、指定管理事業に要する管理経費の妥当な実績額が把握できな

いため、従前、及び次回の指定管理料の妥当性の検証が困難となる惧れが

ある。 

このような事態に陥ることを防止するため、斎場管理運営事業費への

「管理費」の計上基準（計上の要件、算定方法等）については、尼崎市と

指定管理者間で協議の上、協定書上明確にすることが望まれる。そして、

尼崎市は、指定管理者に、協定書にしたがって計算された指定管理業務に

要する「管理費」を報告させ、正しく把握することが望まれる。 

（３）適切な管理経費実績額の算定を前提とした精算の未実施（結果） 

平成 27 年度尼崎市立弥生ケ丘斎場の管理に関する年度協定書第 6 条にお

いて「業務完了後、指定管理者は業務完了報告書を尼崎市に提出するとと

もに、速やかに管理経費の精算を行う。指定管理者は精算において、当該

管理経費に余剰が生じた場合は、尼崎市に返還するものとする。なお、当

該管理経費に不足が生じる場合は、別途協議を行うものとする。」と規定さ

れている。 

しかし、上記「（２）指定管理事業実施のために要する「管理費」の適切

な計上基準の明確化（意見）」に記載のとおり、指定管理事業に要する経費

である管理経費は指定管理料と同額になるように報告されていることから、

管理経費の精算は行われていない。 

上記「（１）合理的な共通経費の按分基準の明確化（意見）」、及び「（２）

指定管理事業実施のために要する「管理費」の適切な計上基準の明確化

（意見）」に記載のとおり、適切な指定管理事業に要した管理経費の額を算

定の上、精算を行う必要がある。 

（４）高額の設備購入に係る不適切な負担と修繕費の未精算（結果） 

尼崎市立弥生ケ丘斎場管理仕様書 5．（3）において、「建物・設備の 1 件

当たり 500 千円までの修繕は指定管理者の負担とする。500 千円を超える
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修繕、工事は原則として尼崎市の負担とする。ただし緊急性の高いものや

斎場の運営に影響が及ぶ等の理由により指定管理者または指定管理者が指

定する特定の工事業者が実施することが望ましいものについては、尼崎市

と事前協議の上、指定管理者が施工する場合がある。」と規定されている。 

平成 27 年度において、火葬炉運転で使用する計装用・逆洗用空気圧縮機

2 台が平成 24 年度から毎年相次いで故障し、2 台同時故障した場合、斎場

の稼動を停止せざるをえない状況であった。指定管理者と尼崎市は協議の

上、平成 27 年度は、指定管理者が電力供給先を見直したことにより光熱費

が減少したことから、当施設設備に係る支出の負担が可能であったため、

指定管理料から新規機器を 1 台（オイルフリースクロール圧縮機、税抜金

額 2,490 千円）購入することとなった。 

本来、当支出は、尼崎市立弥生ケ丘斎場管理仕様書 5．（3）より、500 千

円を超える施設設備に該当する支出であること、また、通常指定管理料内

で指定管理者が緊急的に支払可能な金額ではないことから、尼崎市が負担

するべき内容である。また、2 台同時故障した場合には尼崎市で唯一の斎

場である当施設の稼動が停止してしまうこと、平成 24 年度から平成 26 年

度に至るまでに当 2 台は頻繁に故障していたこと、及びその修繕費用とし

て新設備購入までに 4,292 千円も発生していることから、尼崎市が予算要

求をしたうえで、設備更新をする機会はあったはずである。 

以上より、平成 27 年度に購入したオイルフリースクロール圧縮機 2,490

千円は尼崎市の負担とし、指定管理者は、当該施設設備に係る支出の負担

をせず、これとあわせて、上記「（３）適切な管理経費実績額の算定を前提

とした精算の未実施（結果）」に記載のとおり、適正な管理経費の実績額を

算定の上、精算を行う必要があったと考える。なお速やかに指定管理料に

より購入した当該オイルフリースクロール圧縮機を、「斎場備品管理簿」（注）

に記載する必要がある。 

なお、平成 27 年度には、故障が相次いでいた 2 台中 1 台がすでに完全に

使用不可能となっており、故障を繰り返す残り１台と新規取得 1 台により

稼動している。完全に使用不可能となっている１台と現在も稼動をしてい

る 1 台は同時期に取得されたものであり、今後、継続的な使用ができるか

不透明であるため、所管課は、業務を継続できるような機械更新の計画を

策定することが望まれる。 

（注）「斎場備品管理簿」とは、指定管理料により購入した備品の台帳である。 
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（５）再委託先からの暴力団排除のための合意書の未入手（結果） 

尼崎市では、尼崎市暴力団排除条例が平成 25 年 7 月 1 日から施行された

ことに伴い、尼崎市の契約から暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な

関係を有する者（以下「暴力団等」という。）を排除するため、尼崎市暴力

団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に

基づき、指定管理者が再委託を行う業務についても暴力団等と契約しない

ことを求めている。 

しかし、指定管理者の再委託業務において、指定管理者が再委託先への

契約を作成する際に、「暴力団排除に関する特約」への合意書を入手する等

再委託先が暴力団等でないことの確認が行われていない。 

指定管理者が再委託に係る契約書を作成する際には、尼崎市暴力団排除

条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に規定の

とおり、再委託先が暴力団等でないことの確認を行う必要がある旨を協定

書に記載の上、確認を徹底する必要がある。 

尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱 

（再委託契約の不締結等の要求） 

第 30 条 市長は、指定管理者（指定管理者となる者を含む。以下この条に

おいて同じ。）が指定管理者業務の一部を第三者に行わせる場合におい

て、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、当該指定管理者

に対し、当該第三者との間で契約を締結しないこと（既に当該第三者との

間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除すること）を求

めるものとする。 

（６）非公募から公募への選定方法の見直し（意見） 

当施設については、1（3）指定管理者の選定、に記載のとおり尼崎市の

指定管理者選定方針が規定されている「指定管理者制度について（指針）」

（平成 26 年 4 月最終改訂）に則っており、非公募とできる外観的要件は満

たしている。しかし、当該指針は、指定管理者の選定は原則公募とし、要

件を満たした場合にのみ限定的に非公募を容認する規定であるため、選定

が非公募である場合は、非公募であることに合理的理由が求められると考

える。 

所管課によると、当該施設の指定管理者を非公募とした理由のひとつは、

「指定管理の概要」に記載のとおり、「斎場の経営は、法的にも永続性、非

営利性が求められており、公益性の観点からも指定管理者としては公益法

人による経営が望ましい。」ということである。これは昭和 43 年 4 月 5 日
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付け環衛第 8058 号厚生省環境衛生課長通知において、斎場の経営主体は、

原則として市町村等の地方公共団体でなければならないとされており、地

方公共団体以外で行う場合は、宗教法人又は公益法人に限定されているこ

とによっている。 

また、当該施設は設置当初直営で維持管理した後、平成 15 年 2 月に策定

された「尼崎市経営再建プログラム」により民間業者へ委託した。しかし、

委託業務にかかる偽装請負問題が他課で発生したことにより平成 19 年度及

び平成 20 年度は、民間委託から市の直営へ戻し、そして、平成 21 年度か

らは、管理運営の安定性を重視して、非公募で指定管理者制度を導入した

経緯があり、今後も、現在の指定管理者による安定的な管理運営を期待し

ている、とのことである。 

しかし、斎場の運営形態については、全国各地の地方公共団体において、

民間事業者への業務委託、公募対象に民間事業者も含む指定管理者制度の

導入、PFI 制度の導入など様々な形態で行われており、兵庫県内の他市に

おいても指定管理者を公募で選定しているところである。また、安定的な

管理運営がされるためには、尼崎市が指定管理業務についてしっかりモニ

タリングをすれば十分対応できると考える。 

したがって、指定管理業務導入の趣旨から、翌指定管理期間の指定管理

者選定にあたっては、民間事業者も含めて公募による選定を検討すること

が望まれる。 
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【１２】市営住宅南部（都市整備局 住宅管理担当） 

１．概要 

（１）施設の概要 

（東難波住宅） 

施設数 60

敷地面積 4,561.81㎡（東難波住宅）

延床面積 3,692.30㎡（東難波住宅）

供用時間 365日24時間

使用料
住宅家賃6,000円（東七松）～104,600円（神崎北）、駐車場使用料6,500円、12,000円、共益費
（南武庫之荘地域のみ）500円～1,400円

設置条例等

公営住宅法
尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例、同施行規則
尼崎市改良住宅の設置及び管理に関する条例、同施行規則
尼崎市コミュニティ住宅の設置及び管理に関する条例、同施行規則
尼崎市従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例、同施行規則等

設置目的
公営住宅法等の趣旨に基づき、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を管理し、これを住
宅困窮者に対し、低廉な家賃で賃貸する。

設置年月日 昭和51年（東難波住宅）

施設名 市営住宅南部（60施設）（市営・改良・コミュニティ等）

所在地 尼崎市東難波町1丁目4（東難波住宅）

担当部・課 都市整備局　住宅政策部　住宅管理担当

主要な施設 東難波住宅　他59施設
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（２）指定管理者の概要 

摘要
指定管理者である日本管財株式会社は、東京都中央区に本社、兵庫県西宮市に本店を置く
東証１部上場会社である。本業の建物総合管理事業のほか、指定管理事業も実施しており、平
成19年1月より市営住宅南部の指定管理業務を実施している。

設立目的 建物及び関連設備に関するメンテナンス

事業の内容

建物総合管理事業
 保安警備事業
 環境施設管理事業
プロパティマネジメント事業
 不動産ファンドマネジメント事業
 経営コンサルティング事業
マンション管理事業
 人材派遣事業
その他の事業

市との関係内容

【出捐者構成】
市　100％

【役員の兼務等】
なし

指定管理者名 日本管財株式会社
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（３）指定管理の概要 

公募（2）

公募（2）

公募（1）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

332,449 309,561 324,992 333,418 331,474 343,439 338,557

506,009 482,070 514,548 577,202 556,511 505,896

506,009 482,070 514,548 577,202 556,511 505,896

(注１）

平成27年度
計画額
（千円）

平成27年度
支払額
（千円）

100 0

75,000 116,676

115,200

1,390

17,907 16,788

2,450 2,650

修繕費等の種類別区分及びそれぞれの精算の要否については、平成27年度尼崎市営住宅
等の管理に関する年度協定書にて、次のとおり定められている。

区分
当初指定管理料の対象管
理費用に含まれるか   ／

精算の要否

一般管理費　（管理セン
ター修繕）

含まれる。協定期間の終
了後、実績額へ精算（100
千円受入）

平成23年4月～平成28年3月

日本管財株式会社 平成28年4月～平成32年3月

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

公募
（応募数）
・非公募

日本管財株式会社 平成19年1月～平成23年3月

日本管財株式会社

住宅自治会に係る業務
費、駐車場管理にかかる
業務費、管理人手当費

含まれる。協定期間の終
了後、実績額へ精算
（1,118千円受入）

量水器改修工事費
含まれる。期間終了後、
実績額へ精算。（200千円
追加給付）

修繕費　（緊急修繕費）
含まれる。協定期間の終
了後、実績額へ精算
（41,675千円追加給付）

空家修繕費

含まれていない。空家修
繕を完了した戸数に一戸
あたり720千円を乗じた金
額を支払う（実績額への精
算をしない）

残置物撤去費

含まれていない。残置物
撤去が完了した戸数に一
戸あたり154.4千円を乗じ
た金額を支払う（実績額へ
の精算をしない）。

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理経費決算額(千円）
（実績額）
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平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

無
利用料金の
内容

指定管理業務の範囲

①募集等に関する業務
②家賃等の収納に関すること
③市営住宅等の維持管理に関すること
④入居者及び自治会等に関すること（入居者、自治会及び周辺住民からの苦情、要望及び
   相談等への対応）
⑤その他(入居者からの返還手続きに関すること等)

指定管理者の選定

・平成19年度は、2月（H18年度）～7月の約6ヶ月間に6回の選定委員会が開催され、指定管理
候補者の選定評価が行われた。
・平成22年度は、6月～10月の約5ヶ月間に4回の選定委員会が開催され、指定管理候補者の
選定評価が行われた。日本管財株式会社は、効果的な利用策（窓口業務時間や入居募集方
法など）、管理を安定して行う為の人的能力（入居管理、人員配置など）、施設管理能力（管理
実績、管理体制など）に関する評価が他の団体よりも優れており、総合得点が最も高いため、
指定管理者に選定された。
・平成27年度は、6月～10月の約5ヶ月間に5回の選定委員会が開催され、指定管理候補者の
選定評価が行われた。このときは応募者が１社であった。総合評価が一定以上の水準でなけ
れば失格とする基準を設定していたが、応募した団体はこの水準を超えていたことから指定管
理者として選定された。

指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書には、「尼崎市営住宅等の管理に関する基本協定書」の13条1項の規定に基づ
き、下記の事項を記載した事業報告書の提出が定められている。
(1)実施した事業の内容及び実績（市営住宅等を利用して実施した自主事業を含む。）
(2)管理業務に係る実施状況
(3)家賃等収納の実績
(4)管理経費等の収納状況
(5)その他市が必要と認める書類

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管
理者評価 とモニタリング」を参照。

利用料金の合計額（千円）

自主事業の有無 無
自主事業の
概要

自主事業収入の合計額（円）
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（４）施設の利用状況と利用単位あたり市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞
（単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

515,999 492,042 524,535 587,377 566,962 516,301 474,752

506,009 482,070 514,548 577,202 556,511 505,896 464,298

9,990 9,972 9,987 10,175 10,452 10,405 10,454

17,741 26,386 23,460 13,203 14,661 14,956 13,677

871,189 871,189 871,189 871,189 871,189 871,189 871,189

1,404,929 1,389,616 1,419,184 1,471,768 1,452,812 1,402,445 1,359,618

1,801,111 1,811,472 1,800,132 1,784,162 1,775,337 1,778,051 1,779,396

1,801,111 1,811,472 1,800,132 1,784,162 1,775,337 1,778,051 1,779,396

－ － － － － － －

△ 396,183 △ 421,856 △ 380,948 △ 312,394 △ 322,524 △ 375,605 △ 419,778

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

6,329 6,329 6,329 6,329 6,329 6,329 6,329

5,997 5,985 6,004 5,975 5,941 5,907 5,897

95% 95% 95% 94% 94% 93% 93%

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

234,272 232,183 236,373 246,321 244,540 237,421 230,561

300,335 302,669 299,822 298,605 298,828 301,007 301,746

△ 66,063 △ 70,486 △ 63,449 △ 52,284 △ 54,288 △ 63,587 △ 71,185

　　　　　　　　　　　　　年度
   項目

利用1世帯あたり費用(円)(4/A.)

利用1世帯あたり収益(円)(5./A.)

利用1世帯あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

　　　　　　　　　　　　　年度
   項目

管理戸数

A.入居世帯数　（注3）

稼働率（％）

（注3）施設の利用状況はすべて年度当初の数値を記入している。

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

　　使用料　

　　その他収入

6.市負担コスト（4-5.）

（注2）事業費「その他」は指定管理者が市へ支払っている事務所賃貸料である。

　　　　　　　　　　　　　年度
   項目

１.事業費

　　指定管理料

　　その他（注2）

2．人件費

3.その他費用（減価償却額）
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２．監査の結果及び意見 

（１）1 件 1,000 千円以上の修繕工事に関する事前協議の記録の作成（意見） 

平成 27 年度尼崎市営住宅等の管理に関する年度協定書の管理経費に含ま

れる「修繕費（緊急修繕費）」に関して、尼崎市営住宅等管理業務標準仕様

書には、「緊急修繕に関して、負担区分の判断に迷うとき、または、修繕費

用が１件 1,000 千円超となる場合には、事前に市と協議する」旨が定めら

れている。 

平成 27 年度に管理経費の「修繕費（緊急修繕費）」として実施された、

次の 1 件 1,000 千円超の修繕工事については、事前に口頭で協議は行って

おり、修繕費（緊急修繕費）の実績額は管理経費として尼崎市が負担する

点は合意しているとのことだが、尼崎市と指定管理者間の事前協議の記録

が残っていなかった。 

施設の老朽化が進み、入居者からの修繕工事の依頼が増加する中、指定

管理者のみの判断で修繕工事を行う決定をしていると、修繕工事の要否や、

入居者と尼崎市の負担区分の判断を誤る惧れがある。 

また、尼崎市と指定管理者間で協議をしていたとしてもその記録がなけ

れば、後からどのような判断のもと修繕工事が誰の負担で行われることと

なったのか確認が困難となってしまう。 

このような事態を防止するため、今後は、1 件 1,000 千円超の修繕に関

して尼崎市と指定管理者間で協議を行った場合は協議の記録を作成し、尼

崎市へ提出することを協定書（実施要項含む）に明記することが望まれる。

Ｓ－４ H27.4.8

南武庫
之荘改
良  住
宅

15 共用部
2次側配管改修した
が赤錆がまだ出る。

屋上タンク下がり1号
系統給水管修繕工事
を実施した。（VLP～

HIVP）

H27.4.15 1,184

Ｓ－４ H26.11.20

南武庫
之荘改
良  住
宅

15 共用部
道路アスファルトに陥
没が見られ、非常に
危険である。

駐車場前通路舗装工
事を実施した。

H27.4.20 1,348

Ｓ－６ H27.5.7
名神北
住宅

共用部

5号棟前のアスファル
ト経年劣化が見られ
る。先日入居者が転
倒されたらしく自治会
から強い要望がある。

通路舗装工事を実施
した。

H27.6.15 1,060

Ｓ－８ H27.3.23
道意
住宅

1114

H26年度8月に屋上
防水・北壁面修繕工
事を実施したが、再
度雨漏りが発生。

屋上北側防水修繕工
事を実施した。

H27.8.1 1,296

請求金額
（千円）
（請求書）

完了日室 受付事項 処理状況棟
支払
番号

受付日 住宅名
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なお、所管課によると、平成 28 年度からは、事前に指定管理者から提出さ

れた「修繕工事協議依頼書」に対し、所管課は協議内容を書面で回答して

いるとのことである。 

（２）緊急修繕費と空家修繕費の区分に関する判断についての根拠の明確化

（意見） 

協定書上、「修繕費（緊急修繕費）」は、年度協定期間終了後に実績額を

もって精算し、一方、「空家修繕費」は、空家修繕を完了した戸数に一戸あ

たり 720 千円を乗じた金額を指定管理者へ支払う（精算しない）こととさ

れている。したがって、空家に対して実施された修繕工事を、「修繕費（緊

急修繕費）」と区分するか、「空家修繕費」と区分するかによって、尼崎市

から指定管理者への支払額が変わることとなる。 

所管課によると、現在、「修繕費（緊急修繕費）」と「空家修繕費」の区

分の基準は、市営住宅の入居者に配布している「尼崎市営住宅修繕のしお

り」に記載している「修繕費用の区分」であるとの説明を受けた。すなわ

ち、公費負担分（共用部分及び、空家に対して行われる、躯体や下地の破

損に対する修繕工事など）は、「修繕費（緊急修繕費）」に、入居者負担分

（注）（当取替工事の後に行われる、主に床や壁の仕上材の貼替など）は、

「空家修繕費」に区分しているとのことである。 

（注）「尼崎市営住宅修繕のしおり」に記載している「修繕費用の区分」は、入居中に入居者負担

分となる費用を記載しているが、退去者が原状復帰工事を実施せず退去した場合、敷金を

超える空家修繕は、「空家修繕費」として、結果的に公費負担となっている。 

ただし、空家に対して実施される修繕費の区分基準が「尼崎市営住宅修

繕のしおり」に記載されている「修繕費用の区分」によっている点につい

ては、協定書や仕様書には記載されていない。 

また、下記に記載のとおり、特殊な事情で空家に対する修繕費を「修繕

費（緊急修繕費）」として負担することとなった場合の協議内容が文書化さ

れていない。 

修繕費の区分に関する判断について明確になっていないことにより、双

方の認識がずれ、尼崎市と指定管理者間でトラブルが生じたり、公費負担

の修繕費の金額の誤りにつながるという弊害がある。このような事態に陥

ることを防止するために、「修繕費（緊急修繕費）」と「空家修繕費」の区

分の基準を明文化し、当該区分基準による判断が困難な場合は、双方協議

し、合意した内容を文書化することが望まれる。 
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なお、監査人が、平成 27 年度の緊急修繕費工事台帳の中からサンプル 6

件を抽出し、次の調査を実施したところ、修繕費の区分が「尼崎市営住宅

修繕のしおり」と大きく不整合となっている案件は発見されなかった。 

調査の目的 
「尼崎市営住宅修繕のしおり」にしたがって「修繕費（緊

急修繕費）」と「空家修繕費」は区分されているか。 

調査の内容 

「修繕費（緊急修繕費）」台帳の中から空家専用部分を対象

とする修繕工事（空家専用部分の床や壁の下地破損の取替

工事）について、同じ部屋で「空家修繕費」（仕上材の貼替

など）工事が行われているか否かを見積書や請求明細から

確認した。 

また、上記サンプル以外で、空家を対象とした「修繕費（緊急修繕費）」

について、同時期に「空家修繕費」が発生していない修繕工事が次のとお

り 3 件見受けられたが、これについても、修繕費の区分を誤っていると思

われる事案は発見されなかった。 

調査の目的
「尼崎市営住宅修繕のしおり」にしたがって「修繕費（緊

急修繕費）」と「空家修繕費」は区分されているか。

調査の内容

住
宅

修繕費 

（緊急修繕費）の 

内容 

金額 

(千円)

空家修繕費として 

実施しなかった 

理由 

所管課

と指定

管理者

間の 

協議 

あ

数年前空家修繕を実施

済み後、次の入居予定

者に鍵を渡したが、未

入居返還され、現在ま

で空家になっていた

が、平成 27 度年に入居

者が決定し、室内清

掃、玄関倉庫のカギの

取替、浴槽・釜・給湯

器の点検作業を実施 

73

未入居返還について

は、基本的に部屋は未

使用であるため、次の

入居者が決まるまで鍵

の取替や清掃・点検な

どの空家修繕費工事は

実施しないため 

口 頭 に

て 協 議

実 施 し

た と の

説 明 を

受けた 
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容内の査調

住
宅

修繕費 

（緊急修繕費）の 

内容 

金額 

(千円)

空家修繕費として 

実施しなかった 

理由 

所管課

と指定

管理者

間の 

協議 

い

空家を大規模改修工事

の現場事務所として使

用するため、便所の漏

水調査及び修繕工事を

実施 

25

空家の期間が数年間続

いていたため、現場事

務所として使用する前

に便所の漏水調査及び

修繕を行ったものであ

る 

口 頭 に

て 協 議

実 施 し

た と の

説 明 を

受けた 

う

空家も含め、改良住宅

一帯の雑排管の清浄を

行ったところ、空家で

のつまりが発覚したた

め、清掃を実施 

11

自治会と協議したが、

空家部分の枝管清掃費

用は自治会では負担で

きないとの主張で、公

費として負担したため 

（３）残置物撤去費用の実績報告（意見） 

平成 27 年度尼崎市営住宅等の管理に関する協定書上、残置物撤去費用に

ついては、154 千円に残置物撤去が完了した戸数を乗じた金額を管理経費

として尼崎市が支払うこととされている。残置物撤去費用は精算されない

ため、発生額（実績額）を指定管理者が尼崎市に報告することは要求され

ていない。 

しかし、残置物撤去費用についても、他の管理経費同様に必要となる経

費水準を尼崎市が適切に把握し、また、経費単価の見直しが必要ないかを

検討するために、その実績額を報告をさせることが望まれる。 

（４）空家修繕費の見直し検討の記録の保管（意見） 

空家修繕費についても、平成 27 年度尼崎市営住宅等の管理に関する協定

書上、１戸あたり単価 720 千円に空家修繕を完了した戸数を乗じた金額を

管理経費として市が支払うこととされており、精算されない点は、残置物

撤去費用と同様であるが、当該費用については、指定管理者は、発生額

（平成 27 年度は 109,806 千円）を市へ報告している。 

なお、尼崎市の指定管理者への空家修繕費の支払額は 115,200 千円（160

戸）で、平成 27 年度については、4,606 千円（1 戸当たり 35 千円）の差額
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が発生している。所管課は、当該差額を考慮の上、空家修繕費の単価の見

直しの必要性の有無について検討した結果、見直す必要はないと判断した

とのことであったが、当該見直し結果についての記録が残されていなかっ

た。 

空家修繕費の経費単価は、尼崎市の支払額に直接影響する重要な数値で

ある。720 千円が妥当な金額かどうかの検証のために、所管課が、空家修

繕費の見直しの要否について検討し、判断した内容を記録することが望ま

れる。 

（５）指定管理者の目標管理指標の設定（意見） 

指定管理者制度は、民間事業者間の競争原理や、事業者が保有する施設

管理のノウハウの活用による経費の節減及び質の高い住民サービスの提供

を目的とするものであり、同制度の導入によって所期の効果が発現してい

るかを測定することは重要である。そこで、指定管理者に目標となる管理

指標を設定させ、その目標を達成するように計画を策定（Plan）、実行し

（Do）、計画目標値と実績値の比較分析により（Check）、目標達成のための

改善策を検討し、実行（Action)した結果を事業報告書において報告するこ

とで、いわゆる PDCA のマネジメントサイクルを確立・徹底することが必要

である。 

公営住宅法第 1 条には「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する

低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民の

生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とある。当該

目的の達成という観点からは、市営住宅の管理については、「施設の平等な

利用の確保」、「入居者が安全で安心して暮らせる環境の確保」などが目標

として求められるものと考えられ、実際、指定管理者の事業計画書には、

管理の基本方針として「平等利用の確保」「安全と安心」が掲げられている。 

所管課によると、市営住宅の管理業務の目標管理指標は収納率のみであ

る、とのことだった。事業計画書には、目標となる管理指標は記載されて

いないが、住宅家賃、駐車場使用料、共益費の収納率に応じて管理経費に

対応する指定管理料が増減される条項が年度協定書に記載されており、事

業報告書には、住宅家賃、駐車場使用料、共益費の収納率の記載がある。 

「施設の平等な利用の確保」という観点からは収納率は重要な指標のひ
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とつではある。しかし、収納率だけでは「入居者が安全で安心して暮らせ

る環境の確保」という目的達成のための管理指標としては十分ではないと

考える。 

基本協定書上、事業計画書には、市営住宅設置の目的を達成するための

目標となるすべての管理指標の記載をし、計画目標値と実績値の乖離が

あった場合はその原因や翌年度に向けての対応策を検討分析して事業報告

書に記載することが望まれる。 

目標とする管理指標としては「施設の平等な利用の確保」を図る指標で

ある収納率の向上のほかに「入居者が安全で安心に暮らせる環境の確保」

を示す指標として、消防訓練の実施率のほか、指定管理者の提案内容であ

る、人員配置の充実度合い（職員配置の人数や対応時間の拡大）、施設の緊

急修繕相談に対する夜間休日の対応件数、高齢者へのサービスの提供や安

否確認サービス（巡回パトロール回数など）などが考えられる。 
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【１３】富松住宅（都市整備局 住宅・住まいづくり支援課） 

１．概要 

（１）施設の概要 

施設数 7

担当部・課 都市整備局住宅政策部住宅・住まいづくり支援課

施設名 尼崎市立富松住宅

所在地 尼崎市富松町3丁目31～32番

設置条例等 尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例、同施行規則

設置目的
尼崎市民共済生活協同組合が設置した尼崎市民共済生協住宅富松団地に居住していた者そ
の他の市民に賃貸するための住宅及びその付帯施設として、富松住宅を設置する。

設置年月日 平成25年4月1日

主要な施設 住宅棟5棟、駐車場、集会所

供用時間 365日24時間

使用料 家賃：21,000～50,000円、駐車場使用料：7,000～10,000円

敷地面積 10,301.89㎡

延床面積 7,442.50㎡

摘要

【公の施設となった背景と今後の予定】
昭和30年代後半、住宅不足が顕著であったことから、尼崎市の住宅政策の一環として、尼崎市
が土地を無償で提供する等により、昭和38年に尼崎市民共済生活協同組合（以下「組合」とい
う。）が尼崎市民共済生協住宅富松団地（以下「旧富松住宅」という。）を建築した。その後、消費
生活協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴い組合による管理運営は平成25年3月末を
持って終了することとなった。そこで、入居者保護の観点から、平成25年4月1日より10年を目処
として、尼崎市が住宅事業を承継し、組合から取得した富松住宅を管理運営することとなった。
これに併せて、本事業に指定管理者制度を導入している。
このような経緯から、当該施設は平成35年度までに現入居者に退去してもらった後、取り壊しを
予定している。なお、取り壊しの資金については、使用料から指定管理料ほか、当該施設の維
持管理事業費等を差引いた額を毎年基金に積立てており、平成27年度末現在の基金残高は
158,322千円となっている。
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（２）指定管理者の概要 

（３）指定管理の概要 

指定管理者名 富松ナビ・みらい

設立目的 尼崎市立富松住宅の管理を行うため

事業の内容 居住者の対応、施設の管理、家賃等の収納業務、住み替え支援等

市との関係内容

【出捐者構成】
市　　0％

【役員の兼務等】
なし

摘要
指定管理者である富松ナビ・みらいは、株式会社大道プロミネンスを代表者とする、株式会社地
域環境計画研究所、株式会社ゼフィア、合資会社マットシティの4社の共同事業体の名称であ
る。

公募（2）

公募（1）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

7,500 7,715 8,204 7,500

7,500 7,715 8,204

7,500 7,715 8,204

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度

（予定額）

-              -              -              -

現在までの指定管理者

指定管理者名
指定期間
（開始年月）

公募

（応募数）
・非公募

富松ナビ・みらい 平成25年4月～平成28年3月

富松ナビ・みらい 平成28年4月～平成31年3月

指定管理料（千円）

当初指定管理料

精算後指定管理料

管理費用決算額（千円）

（実績額）

利用料金制度の採用
（利用料金の帰属先）

利用料金の
内容

利用料金の合計額（千円）

　（注2）

自主事業の有無 有
自主事業の
概要

「トマツのチャノマ」・・毎月住民のお茶会、近隣の賃貸住宅見学を6

回、市営受託申込書書き方講習会2回、ビアパーティー１回、忘年
会１回を開催

無

自主事業収入の
合計額（千円）

指定管理業務の範囲

⑴　家賃等の収納に関すること

⑵　富松住宅の維持管理に関すること
⑶　その他市が指定する業務
　　①　返還手続きに関すること
　　②　各種申請の受付等に関すること
　　③　入居者及び自治会等に関すること
　　④　防火管理事務に関すること
　　⑤　駐車場管理に関すること
　　⑥　その他管理事務に関すること
⑷　住替え相談・支援に関すること
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指定管理者の選定

【平成25年度～平成27年度】平成24年度は、7月～10月の約4ヶ月間に5回の選定委員会が開
催され、指定管理候補者の選定評価が行われた。
応募した2社の総合点は僅差であったが、富松ナビ・みらいは、入居者への安定的なサービス、
高齢者や単身者の見守り等のプラスアルファの提案が優れていた結果、総合点が上回り、指定
管理者に選定された。
【平成28年度～平成30年度】
平成27年度は、7月～10月の約4ヶ月間に4回の選定委員会が開催され、指定管理候補者の選
定評価が行われた。応募は1社であったが、評価が一定水準を超えたことにより、指定管理者に
選定された。

指定管理者評価と
モニタリング

基本協定書には、「尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例施行規則」の第２５条の規
定に基づき、下記の事項を記載した事業報告書の提出が定められている。
⑴　実施した事業の内容及び実績（富松住宅を利用して実施した自主事業を含む。）
⑵　管理業務に係る実施状況
⑶　家賃等収納の実績
⑷　入居者等から寄せられた意見及びその対応状況
⑸　入居者の住替え相談業務の実施状況
⑹　その他甲が必要と認める事項

指定管理者モニタリング評価については、【１】記念公園　１．（３）指定管理者の概要「指定管理
者評価 とモニタリング」を参照。
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（４）施設の利用状況と利用単位当たり市負担コストの推移 

＜市負担コストの状況＞
（単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度

（予定額）
9,612 11,921 12,308 13,646

7,500 7,715 8,204 7,500

2,112 4,206 4,104 6,146

4,744 2,378 2,399 2,399

8,265 7,873 3,190 2,613

22,621 22,171 17,897 18,658

121,619 38,437 34,797 28,797

42,069 37,641 33,728 28,605

79,549 797 1,068 192

△ 98,998 △ 16,266 △ 16,899 △ 10,139

＜施設の利用状況＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

150 150 150 150

115 105 92 83

77 70 61 55

入居世帯数は4月1日時点の世帯数を記載している。

＜利用単位あたり市負担コストの推移＞

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度
（予定額）

196,701 211,155 194,535 224,796

1,057,556 366,068 378,223 346,952

△ 860,855 △ 154,913 △ 183,688 △ 122,156

１.事業費

　　　　　　　　　　　　年度
   項目

平成25年度の79百万円は組合から引き継いだ事業承継資金である。平成27年度の主な内容は
基金運用収入903千円である。

　　　　　　　　　　　　年度

   項目
戸数

A . 　入居世帯数（世帯）（注6）

移転費用（平成２７年度は1,961千円）である。平成27年度は選定委員会報償費200千円を含

む。ただし、退去者の敷金や駐車場保証金返還額は含んでいない。

（注2） 平成26年度に償却が終了した資産が多いため、平成27年度の減価償却額が前年度に比較して

減少している。

　　指定管理料

　　その他　（注1）

2．人件費　

3.その他費用　（減価償却
額）　（注2）

4.経費合計（1.＋2.＋3.）

5.収入

（注3） 平成35年度に向け現入居者の退去が進んでいるため、使用料収入は毎年減少する。

（注6）

　　　　　　　　　　　　年度

   項目
利用1人あたり費用(円)(4/A.)

利用1人あたり収益(円)(5./A.)

利用1人あたり市負担コスト
(円)(6./A.)

入居率（％）

　　使用料　(注3）

　　その他収入　（注4）

6.　市負担コスト（4-5.）

（注1）

（注4）
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２．監査の結果及び意見 

（１）管理経費実績額のモニタリング不足（結果） 

指定管理者候補者が、仕様書において要求されている管理業務を行うた

めに提案した収支計画（予算）について、実現可能であるか否かを判断し

た上で指定管理者を選定するためには、尼崎市は指定管理者の作成する収

支計画（予算）を入手する必要がある。そして、年度終了後には、指定管

理業務に関する適切なコストを把握し、次の指定時の予算策定に役立てる

ために、尼崎市は管理経費の実績額（「収支決算書」）を入手し、精査する

必要がある。 

当該施設の下表に示す平成 27 年度の「収支決算書」について、請求書等

の根拠資料と照合し、適宜、指定管理者より説明を受けたところ、次の事

項が発見された。なお、文章中の○囲みの数字は下表の番号を示している。 

【人件費について】 

指定管理者である「富松ナビ・みらい」は 4 社から構成される共同事業

体である（「１.（２）指定管理者の概要」を参照）。 

平成 27 年度の事業報告書に含まれる｢収支決算書｣記載の人件費 5,867 千

円のうち、正規職員（人件費）5,198 千円は、指定管理者グループ「富松

ナビ・みらい」の構成員間で設計し、合意された取り分額（A 社 1,668 千

平成27年度
予算額
(千円）・・①

平成27年度
「収支決算書」
報告額
(千円）・・②

平成27年度
予算決算書
差額
(千円）
・・①-②

平成27年度
請求書等金額
の集計

（千円）・・③

平成27年度
予算実績差額
（千円）
・・①-③

正規職員 5,198 5,198 － 5,198 －

嘱託員 669 669 － 669 －

アルバイト等 － － － － －

小計Ａ 5,867 5,867 － 5,867 －

上水道設備保守管理費 68 68 － 70 △ 2

貯水槽清掃費 81 81 － 81 －

排水管清掃費 690 690 － 433 257

樹木剪定等費 219 219 －

除草費 178 178 －

消防用設備点検費 57 57 － 54 3

特殊建物定期点検費 270 270 － 221 49

その他 － － － － －

小計Ｂ 1,563 1,563 － 1,183 380

緊急修繕費（30万円未満） 540 215 325 215 325

緊急修繕費 － － － － －

小計Ｃ 540 215 325 215 325

諸経費 234 559 △ 325 234

小計Ｄ 234 559 △ 325 234

合計 A＋B＋C＋D 8,204 8,204 － 7,265 939

維
持

修
繕
費

一
般

管
理

費

324 73

項目

人
件
費

保
守
管
理
費

請求書なし
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円、B 社 1,500 千円、C 社 1,000 千円）及び家賃等の回収額に応じて計算さ

れる D 社取り分額の 1,030 千円について、それぞれ各構成員から代表者の

A 社へ発行された請求書の合計額となっている。嘱託人件費 669 千円は代

表者である A社が派遣している管理員人件費である。 

構成員間で合意された上記取り分額について明記している構成員間の契

約書や覚書はなく、監査人が正規職員（人件費）につき、請求書等の根拠

証憑の提示を求めたところ、代表者である A 社の取り分（人件費に含まれ

る 1,668 千円及び嘱託人件費 669 千円）に関する証憑は何もないとのこと

で、計上金額の根拠書類を確認することができなかった。 

【保守管理費について】 

保守管理費についても、監査人が請求書等の根拠証憑を閲覧したところ、

上表のとおり、請求額を実績額として報告していない項目が散見された。

この結果、保守管理費は「収支決算書」の計 1,563 千円（②小計 B）に対

して、請求書等合計額（③小計 B）は 1,183 千円であり、本来記載すべき

実績額より「収支決算書」は 380 千円（①―③小計 B）多く報告されてい

た。 

【一般管理費について】 

指定管理者によると、人件費及び保守管理費は予算額と同額の実績額で

あるとの前提のもと、予算合計額 8,204 千円（①合計）と「収支決算書」

合計額 8,204 千円（②合計）を一致させるために、緊急修繕費が予算額を

下回る実績額となった分の差額を一般管理費として記入しているとのこと

だった。 

このように、請求書と異なる金額や、予算合計額と収支計算書合計額を

一致させるための金額を「収支決算書」に記載している要因は、指定管理

者が、収支決算書には支出の実績額を計上するのではなく、予算額を計上

するものと認識していたためである。 

一方、所管課も、平成 25 年度から平成 27 年度の指定管理期間にわたり、

毎年、予算額合計額と実績額合計額が一致しているという不自然な状況で

あるにもかかわらず、根拠証憑の提出を求め実績額の検証を行うことや、

正確な実績額を報告するように指導をすることを実施してこなかった。 

正確な実績額を指定管理者が報告しない状況が継続すると、尼崎市が、
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当該施設の管理に係る適切なコストを正しく把握することができなくなり、

次回更新時に、過大な指定管理料を支出する契約を締結してしまう惧れが

ある。このような事態に陥ることを防止するために、所管課は、決算書に

は支出の実績額を計上するよう指定管理者に指導する必要がある。管理経

費の実績額合計額と予算額合計額が一致しているなど、不自然な状況を発

見した場合は、適宜、収支決算書計上額の根拠証憑の提出を求め、収支決

算書と証憑の照合を行うなどにより、収支決算書が支出の実績額を計上し

ているかという観点からモニタリングを強化するべきである。 

（２）共同事業体の各構成員の責任分担及び合意された取り分額についての

協定等の締結（意見） 

共同事業体である「富松ナビ・みらい」の構成員間で、「富松住宅指定管

理者法人グループ協定書」（注）という協定は締結されているものの、その

内容については、各構成員の責任分担及び合意された取り分額についての

記載がなかった。 

（注）富松住宅指定管理法人グループ協定書の内容（要約）は次のとおりである。 

1）目的（グループ 4社間の円滑な業務関係を保持するため） 

2）期間（平成 24 年 9 月 27 日から平成 28年 3月末日まで）  

3）会議（定期的に各代表者が会議を行う） 

4）秘密保持（業務上知りえた他の法人の業務上の秘密の保持） 

5）誠意義務（善良なる管理者としての注意と義務をもって業務を遂行） 

6）経営保全義務（各社の経営状況を常に健全に保つよう経営努力をする） 

7）雑則（本協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は協議の上解決する） 

このため、平成 27 年度の指定管理業務及び自主事業の範囲において次の

ような問題が生じている。 

平成 27 年度の事業報告書に含まれる｢収支決算書｣記載の人件費 5,867 千

円（予算も同額）は、構成員間で合意された取り分額を計上しており、そ

のうち、C 社の取り分額は 1,000 千円である。協定書等に記載はないが、C

社の主な業務はコミュニティ支援、イベント企画であり、具体的には｢トマ

ツのチャノマ｣（毎月、集会所で住民とお茶を飲みながらコミュニケーショ

ンを深める会）及び「トマツのビアパーティー」の企画・開催である。 

一方、指定管理業務の範囲については、尼崎市立富松住宅の管理に関す

る基本協定書第 4 条及び尼崎市富松住宅の設置及び管理に関する条例第 38

条においては、「（1）家賃及び駐車場使用料の収納に関すること、（2）富松
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住宅の維持管理に関すること、（3）そのほか市長が必要と認める事項）」が

定められている。なお、（3）そのほか市長が必要と認める事項については、

富松住宅管理業務標準仕様書 3 の中に「7 住み替え相談・支援に関するこ

と ア.入居者からの住み替えの要望及び相談等への速やかな対応、イ.民

間賃貸住宅等の空き情報を適宜希望者に紹介」という業務が定められてお

り、直接、「コミュニティ支援や、コミュニティ支援を目的とするイベント

企画が指定管理業務に含まれている」という記載はない。 

所管課によると、指定管理者募集要項の選定基準に「単身・高齢の入居

者の見守りを兼ねたコミュニケーションの方法等に関する提案等を期待し

ます。」という記載があり、指定管理者から「トマツのチャノマ」に関する

提案があったことから、コミュニティ支援は指定管理業務に含まれている

と判断していたとのことである。 

しかし、所管課が C 社の主な業務である「トマツのチャノマ」等が指定

管理業務に含まれると判断したよりどころである「指定管理者募集要項」

の「単身・高齢の入居者の見守りを兼ねたコミュニケーションの方法等に

関する提案等」については、より上位の規定である尼崎市立富松住宅の管

理に関する基本協定書及び尼崎市富松住宅の設置及び管理に関する条例に

おける「指定管理業務の範囲」に記載がないため、指定管理業務には含ま

れていない、指定管理者が提案した自主事業であると考える。当該業務が

自主事業であるならば、指定管理業務の管理経費にも含めるべきではない。 

複数の構成員が共同事業体を構成して指定管理者となる場合は、共同事

業体の各構成員の責任分担及び合意された取り分額、指定管理業務を円滑

に遂行するために必要な事項について各構成員が合意した内容を明らかに

するため、共同事業体の協定等を締結することが必要である。そして、尼

崎市は基本協定書に共同事業体の協定等を締結することを明記し、当該協

定の写しの提出を求めた上で、共同事業体の協定書と基本協定書及び年度

協定書等に定める指定管理業務の範囲について整合しており、指定管理者

と双方誤解ないことを確認する必要がある。 
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（３）修繕費についての市と指定管理者の費用負担の明確化と精算（意見） 

指定管理者が経営努力により生み出した経費節減額は指定管理者の利潤

として認めていくべきであるが、指定管理業務に含まれる、指定管理者の

努力によらず未執行額が残る性質の経費である修繕費については、原則精

算すべきである。 

指定管理業務に含まれる、300 千円未満の維持修繕費のうち、修繕を行

わなかったことにより、指定管理者が策定した予算の予算未執行額につい

ては、施設にとって必要となる維持管理水準の保持を徹底するためには、

原則、毎年度精算対象とすることが必要である。 

尼崎市立富松住宅の管理に関する年度協定書には、維持修繕費のうち、1

件当たり 300 千円未満の修繕費を指定管理者が管理経費として負担し、300

千円以上の修繕費の分担は事前に協議の上施行し、尼崎市が負担すること

とされている。 

平成 27 年度の管理経費に含まれる修繕費については、予算額 540 千円に

対して実績額 215 千円であり、325 千円の予算未執行額が残っているが、

尼崎市立富松住宅の管理に関する仮基本協定書上、修繕費について精算す

る旨を定めていないため、当該予算未執行額 325 千円の精算はされていな

い。 

本来、指定管理者が行うべきである日常的な施設の修繕・補修の先延ば

しにより、利得を得るケースも想定される。ひいては、施設にとって必要

な維持管理水準の保持を徹底できなくなる惧れもある。 

このような事態に陥ることを防止するためには、基本協定書上、想定さ

れる修繕工事の区分、個々の修繕工事に関する尼崎市と指定管理者の分担

や判断基準、及び基本協定の規定にない修繕工事が発生した場合の費用負

担方法について明確にした上で、指定管理者が負担する 300 千円未満の日

常的修繕費については、原則、毎年精算とすることを明記し、年度末に精

算（注）することが望まれる。 

なお、現在の指定管理期間である平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月

31 日までの指定管理期間においては、年度協定書において、修繕費は一般

管理経費に含めず、実績額を尼崎市が全額負担することを定めており、平

成 27 年度のような未執行額の修繕費を指定管理料に含めて支払ってしまう

ような状況は解消済みとのことである。 

（注）精算とは、指定管理料に不足があれば追給し、余剰があれば返還させることを想定してい

る。 
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（４）管理業務の再委託について事前承認漏れ（結果） 

尼崎市立富松住宅の管理に関する仮基本協定書第 20 条において、管理業

務の一括再委託は禁止されており、第三者に委託する場合は尼崎市の承認

が必要である旨が定められている。 

しかし、第三者へ再委託している次の保守管理業務すべてについて、尼

崎市の承認がされていなかった。 

・上水道設備保守管理業務 

・排水管清掃業務 

・樹木剪定・害虫駆除業務 

・除草業務 

・特殊建物定期点検業務 

尼崎市立富松住宅の管理に関する仮基本協定書に従い、第三者へ再委託

している管理業務については尼崎市の事前承認が必要であった。 

（５）保守管理業務についての契約締結漏れ（結果） 

尼崎市立富松住宅管理実施要項の「4．乙が行う業務の内容（2）富松住

宅の維持管理に関すること③保守管理業務に関すること」によると、保守

管理業務については、「業者からの見積りを徴収の上、契約を締結し、その

結果を市に報告すること」が定められている。 

平成 27 年度については、次のとおり、保守管理業務すべてについて見積

の徴収及び契約の締結は行われておらず、請求書の入手のみとなっていた。 

・上水道設備保守管理業務 

・貯水槽清掃等業務 

・排水管清掃業務 

・樹木剪定業務 

・除草業務 

・消防用設備等点検業務 

・特殊建物定期点検業務 

指定管理者によると、保守管理業務の内、貯水槽清掃等業務及び消防用

設備等点検業務は共同事業体である「富松ナビ・みらい」の構成員が実施

しているため、また、上記以外の保守管理業務については平成 25 年度に見

積書を入手していたため、平成 27 年度の見積書の入手及び契約の締結は不

要と判断したとのことであった。 
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尼崎市立富松住宅管理実施要項に記載のとおり、保守管理業務について

は毎年見積書を徴収し、契約締結の上、その結果を尼崎市へ報告する必要

がある。 

（６）住宅返還届申請書の記載漏れ（結果） 

退去の際は、退去者に｢住宅返還届申請書｣を記載してもらい、指定管理

者が、住宅返還日前に部屋に残存物のないことを退去者立会のもと確認の

上、退去者から鍵を返還してもらい、同申請書に残存物及び受け取った鍵

の本数を記載している。 

平成 27 年度に退去あるいは、富松住宅内の別の部屋に転居した 11 名の

｢住宅返還届申請書｣を閲覧したところ、2 名につき「立会日に返還を受け

た鍵の本数」の記載欄が空白であった。指定管理者によると、当初入居者

に渡した鍵の本数（入居者の申請による）と同じ本数の鍵の返還を受けた

と記憶しているが、｢住宅返還申請書｣への記載が漏れていたとのことで

あった。 

今回の事案は鍵の返還は受けており、申請書への記載漏れとのことだが、

今後は、漏れなく記録を残す必要がある。また所管課は「住宅返還申請書」

に記載漏れや異常がないかをチェックして、指定管理者に記載漏れがない

よう指導すべきである。 

（７）共同事業体の構成員の財政健全性について保持すべき基準の設定（意

見） 

指定管理期間において構成員が倒産などにより指定管理業務が継続でき

なくなることのないように、一定の財務健全性を指定管理者には要求する

ことが望まれる。 

今回の監査対象の指定管理期間は平成 25 年 4 月から平成 28 年 3 月まで

であり、すでに指定管理期間は終了しているが、応募当時の構成員の財務

諸表の数値は 4 社のうち 3 社が債務超過の状況であり、健全とは言いがた

い状況であった。 

指定管理者選定委員会の中で、「債務超過であるが、役員債務については

免除可能である」、「外部からの借り入れがあるが、一定額の現金を保有し

ているから資金的には安全」、「営業権はおそらく粉飾目的ではない」など

の意見が出て、結局、「債務超過であっても、債務超過の 3 社を含む共同事

業ともう 1 社にプレゼンテーションをしてもらう」こととなっていた。ま
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た、尼崎市立富松住宅の指定管理者募集要項には審査の項目として「健全

な財務状況であるか」「指定期間中、安定的に事業継続可能な経営基盤を有

しているか」が記載されているが、選定委員が使用した「尼崎市立富松住

宅の指定管理選定に係る評価表」には、「運営体制－グループ間の連携が取

れているか、また指定管理期間中、安定して業務を行える体制がとれてい

るか」という項目に 100 点中 10 点の配点があったものの、募集要項に記載

の「事業継続可能な経営基盤」「健全な財務状況」などの表現がなく、結果

として、財務健全性が確保されているかという点に疑問が残る。 

また、所管課においては、指定管理者選定委員会の上記の議論を把握の

上、債務超過の状況であっても、最終的には適格性があると判断し、指定

管理者を選定しているとのことであった。そして、指定管理期間中も毎年

決算書を確認するなどにより財務状況のモニタリングを継続し、仮に、指

定管理者の財務状況が良くないと判断した場合は、財務改善への取組につ

いて聴取し、早めの指定管理者の変更の要否を見極める方針であるとのこ

とである。 

財務の健全性が低い事業者を選定すると、指定管理期間中に倒産などに

より指定管理業務を継続できなくなり、尼崎市は次の指定管理者が決まる

までの管理コストや指定管理者選定のためのコストを負担しなければなら

ない危惧がある。 

安定した指定管理業務の継続のためには、指定管理者選定の際に、例え

ば健全性に関する項目が一定点数以下の場合は失格とするなど、財務健全

性について、最低限保持すべき基準を設けた上で、総合的に判断すること

が望まれる。 


