
美祢市監査告示第 7号   

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定に基づき、

財政援助団体等監査の結果に対する措置状況を次のとおり公表する。  

                                          

 令和 4年 5月 25日  

 

美祢市監査委員 重 村 暢 之  

 同     荒 山 光 広  

 

 

 

 



令和 3 年度財政援助団体等監査の結果に対する措置状況  

 

 

１ 監査の種類 

財政援助団体等に対する監査（地方自治法第 199 条第 7 項の規定による監査） 

 

２ 監査の実施場所及び日程  

場所  監査委員事務局又は現地  

日程  令和 4 年 2 月 2 日から 22 日まで  

 

３ 監査結果及び措置状況  

別紙のとおり  

 



別　紙

（生活環境課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【ゆうすげ苑指定管理】
【指定管理評価分析書について】
　市のホームページにおいて、公表されて
いなかった。 措置済み

　令和2年度の指定管理評価分析書について
は、令和4年2月28日にホームページを更新しま
した。
　次年度から遅滞なく公表するよう努めます。

【ゆうすげ苑指定管理】
【指定管理者の決算について】
　指定管理者に対し、基本協定第24条に
規定されている決算書の提出を求めてい
なかった。

実施中

　今後は、指定管理者に対し経営母体となる「有
限会社　こまつ」の事業に係る決算書の提出を
求めることとします。

【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【ゆうすげ苑指定管理】
【指定管理評価分析について】
　指定管理の評価における改善点につい
て、具体的な指導を行い、業務の改善に
つなげていただきたい。

実施中

　定期報告書の確認だけでなく、施設の現地確
認を行う等、管理運営状況を把握するよう努めま
す。
　事業報告に基づき適正な評価を行い、改善点
があれば、施設の円滑な管理運営が行われるよ
う業務改善等の指導を行います。
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（福祉課（旧 地域福祉課)）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【地域活動支援センターひので指定管
理】
【修繕費について】
修繕費に係る指定管理者の負担につ
いて、基本協定のリスク分担では70千
円以下、仕様書では30千円未満となっ
ており、内容が突合していない。

検討中

 基本協定と実際の運用（仕様書）上の金額の差
異について、次期指定管理（令和５年度から５か
年）から見直しを図り解消させます。

【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【社会福祉協議会運営費補助金】
【地域活動支援センターひので指定管理】
【実績報告について】
　事業に係る経費を積み上げた収支決算
により、事業内容の把握に努めていただき
たい。

検討中

　令和4年度の実績報告から、補助金額に合わ
せた収支決算ではなく、実際に事業に要した経
費の積み上げによる収支決算とすることで調整
しています。

【地域活動支援センターひので指定管理】
【指定管理評価分析について】
　指定管理の評価における改善点につい
て、具体的な指導を行い、業務の改善に
つなげていただきたい。 実施中

　令和3年度の指定管理評価分析表の作成時か
ら、改善点等の具体的な指導を盛込むこととしま
した。

【地域活動支援センターひので指定管理】
【収支決算について】
　必要に応じて、収支決算に係る詳細な資
料等を収集し、予算と決算の比較、検討を
行い、次の指定管理の実施に活かしてい
ただきたい。 検討中

　必要な資料を収集し、比較・検討し、今後の適
正な指定管理に繋げていきます。
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（農林課）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【山焼き対策事業負担金】
【実績報告について】
　要綱に実績報告の提出に係る規定がな
かった。 検討中

　要綱の見直しを検討します。
（実績報告の条項の追加等）

【桂岩ふれあいセンター指定管理】
【指定管理に係る収益について】
　指定管理料積算資料において、収益が
計上されていた。 措置済み

　積算資料には支出と収入を同額とし、収益が
計上されないように改めます。

【桂岩ふれあいセンター指定管理】
【自主事業について】
　事業計画及び予算における自主事業の
取扱いが明確にされていなかった。 措置済み

　事業計画に自主事業が明記されているため、
収支予算についても自主事業収支を明確に記
載するよう改めます。

【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【桂岩ふれあいセンター指定管理】
【指定管理に係る収入について】
　コロナ等の影響により、収入が大きく減少
した場合のリスク分担について検討された
い。

実施中

　物価の変動による収支計画への多大な影響、
及び、大規模な外的要因による施設利用の低下
は、損失の負担について、両者の協議にて決定
するようリスク分担に定めています。コロナ等の
影響による収入の減少についても、この場合に
該当すると考えますので、両者の協議にてリスク
分担を検討します。

【桂岩ふれあいセンター指定管理】
【備品について】
　市の貸与備品について、確認を行ってい
ただきたい。 検討中

　市の貸与備品について、指定管理者の立ち合
いのもと確認を行います。

【桂岩ふれあいセンター指定管理】
【指定管理評価分析について】
　指定管理の評価における改善点につい
て、具体的な指導を行い、業務の改善に
つなげていただきたい。

検討中

　評価における改善点について、業務の改善に
つながるよう具体的な指導を行います。
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（生涯学習スポーツ推進課）
【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【鳳鳴地域交流センター指定管理】
【指定管理評価分析について】
　指定管理の評価における改善点につい
て、具体的な指導を行い、業務の改善に
つなげていただきたい。

検討中

　コロナ感染対策を十分に講じたうえで、今後、
参加者が安心して参加できるイベントの企画な
ど、地域の交流及び活性化につながるような情
報提供を行い業務改善を行います。
　また施設の老朽化による修繕等については、
利用者の安全確保を図るとともに優先順位を考
慮し、指定管理者と対応を協議していきます。
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（秋吉台山焼き対策協議会）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【秋吉台山焼き事業負担金】
【実績報告について】
　実績報告書が令和3年3月31日付けで提
出されているが、令和3年4月に入って支出
がされていた。

措置済み

　実績報告書の完了日について修正します。
（水道料金については、4月の請求となってしまう
ため）

【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【秋吉台山焼き事業負担金】
【収支決算について】
　収支決算について、協議会の総会資料
の記載内容と突合するように、予算費目等
を再確認されたい。

実施中

　協議会総会資料を確認し、収支決算の記載内
容を見直します。
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（桂岩ふれあいセンター管理組合）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【桂岩ふれあいセンター指定管理】
【指定管理に係る収益について】
　事業計画書において、収益が計上されて
いた。 措置済み

　令和3年度の事業計画より見直しました。

6



（美祢市社会福祉協議会）
【　指導事項　】

内容 措置状況 対応状況

【地域活動支援センターひので指定管理】
【自主事業について】
　平成30年度の収支決算において、指定
管理と関連のない事業費を自主事業分と
して記載していた。 措置済み

　令和元年度以降、指定管理事業報告につい
ては、自主事業費を含めず、報告を実施してい
る。

【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【社会福祉協議会運営費補助金】
【地域活動支援センターひので指定管理】
【事業報告、収支決算について】
　実際の経費を積み上げて、収支決算を
算出していただきたい。 検討中

　令和4年度収支決算から、実際の経費積み上
げで実績報告を実施するよう見直しをしている。
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（鳳鳴やまさと会）
【　検討事項　】

内容 措置状況 対応状況

【鳳鳴地域交流センター指定管理】
【事業計画等について】
　事業計画、収支予算について、他の補助
事業の活用等を含め、担当課と協議の上、
事業実施に取り組まれたい。

検討中

　事業計画等について、イベントに係る補助事
業の活用等を含め、担当課と十分協議し、地域
の交流及び活性化に繋げることができるよう事業
に取り組んでいきます。
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