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監査結果に基づき港区長等が講じた措置 

平成 30 年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、港区長等

から通知がありました。 

令和 2 年 8 月 6 日 

 

 

第１ 公表の範囲 

平成 30 年度財政援助団体等監査（実施期間：平成 30 年 10 月 10 日から平成

31 年 1 月 31 日まで）の結果に基づき講じた措置について港区長等から通知を受

けた事項 

 

第２ 公表の概要 

平成 30 年度財政援助団体等監査における指摘事項 12 件、意見事項 10 件に

ついて通知を受けた。 

 

１ 業務の再委託の協議漏れについて  

<公益財団法人 港区スポーツふれあい文化健康財団> 

    （麻布地区総合支所 管理課） 

ア 指摘の内容 

港区立麻布区民センターの管理運営に関する基本協定書（平成 26 年 3 月 13 日付）

第 16 条の規定では、事前に区の承諾を受けた場合を除いて、業務の一部を第三者に

委託してはならないとしている。 

しかし、廃棄物処理、クリーニングを区の承諾がないまま再委託を行った。 

再委託業務については、事前に書面による申請及び承諾に漏れがないよう指定管理

者への指導を徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 3 月 26 日に所属長から指定管理者に対し、業務の再委託については必ず

事前に書面による申請を行い、区の承諾を得た上で実施するよう強く指導しました。

併せて、指定管理料のうち委託費で支出した契約について、指定管理者から説明させ、

内容を確認するとともに、区への再委託協議の申請及び区の承諾に漏れがないか、全

件点検を実施しました。また、今回の指摘事項については、所属長から全職員に対し

て周知し共有するとともに、日頃のモニタリングの機会を捉えて指定管理者の業務の

進捗状況を徹底するよう指導しました。 

現在、指定管理者は、再委託契約の都度、区への書面による申請が徹底できていま

す。 

また、区においては、毎月の月次報告を受ける際には、必ず再委託業務の有無等の

確認を行うよう改め、予算管理（特に委託料）、予算執行状況及び適切な契約事務手
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続について指定管理者（麻布区民センター職員）に指導を行っています。 

 

 

２ 業務の再委託について     <港区浴場組合> 

    （保健福祉支援部 保健福祉課） 

ア 指摘の内容 

指定管理者が再委託を行った業務のうち、自動ドア保守点検、1階流しで採取した

水道水の水質検査に関して、再委託を受けた事業者は保守点検等業務について、さら

に別の事業者に委託を行った。 

清掃、警備及び設備の保守点検など専門性の高い個別業務等について、区が内容を

精査し承諾した場合に、指定管理者は再委託できるものとしている。 

所管課は、指定管理者に対し、再委託協議に際しては、再委託する業務の内容や実

施方法等を明確にするよう指導するとともに、指定管理者から説明を求めるなどその

内容をよく精査し、再委託等が適切に行われるよう徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 2 月に所属長から指定管理者に対して、区の承諾を得ずに業務の再委託

や再々委託をすることを認めない旨、厳重に指導を行いました。 

今後、再委託等が適切に行われるように徹底するため、平成 31 年 3 月に令和元年

度分の自動ドア保守点検及び水道水の水質検査について、再委託協議の申請内容を是

正しました。 

令和元年度の指定管理業務は、再発防止に向けた指定管理者への指導を徹底し、

再委託協議の際は、再委託業務の内容や実際の業務実施体制等について詳細な説明

を求めるよう改めました。現在、再委託協議の承認に当たっては、厳重に内容を精

査するとともに承諾を行った上で業務を実施しています。 

今後も、再委託業務が適切に行われるよう、引き続き監督してまいります。 

 

 

３ 施設管理経費について     <ＮＣＤグループ> 

    （芝浦港南地区総合支所 まちづくり課） 

ア 意見の内容 

非清算項目の施設管理経費は予算額 11,831,000円に対し約 43％の 5,101,921円が

執行残となっている。この内の 1,250,000 円については、こうなん星の公園自転車駐

車場の利用者が想定より減少し、一式 2,500 円かかる消耗品（駐輪場に格納する自転

車に取り付けるＩＣタグ・取付器具、料金支払い・入出庫等に必要なＩＣカード）を

500 セット購入しなかったためとしている。 

事業運営費・施設管理経費について、指定管理者の効率的で効果的な事業運営によ

り執行残額（余剰金）が発生した場合は、指定管理者の収入とし、区への返還は要し
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ないこととしている。ただし、再委託の予定金額と決定金額との差額については、指

定管理者の経営努力による経費削減と認められないことから、区へ返還することとし

ている。 

消耗品の支出減は、当初の事業計画の未達成によるものであるため、指定管理者の

経営努力によるものとはいえない。 

所管課は、指定管理者から提出された実績報告書等を十分に精査し、当初予定して

いた事業計画の実施が困難となった場合には指定管理者と事業計画の変更を協議す

るなど、適切な対応を図られたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

１ 返還協議額(返還協議対象額)の返還について 

指定管理者に対し当該経費の返還を求めるべく協議を行い、自転車駐車場利用者へ

のサービスとして、駐車場内の滑り止め塗装、案内看板の更新及び自転車駐車場案内

リーフレットの作成などにより、清算により既に納付された額（604,000 円）を除い

た対象額（646,000 円）の返還を受けました。 

 

２ 進捗管理の強化 

四半期ごとの事業計画の進捗管理を強化し、指定管理者の努力によるものとは認め

られない執行残が見込まれる場合には、年度途中の事業計画の変更を協議するなど、

適切な対応を図ります。 

 

 

４ 港南図書館の業務の再委託について 

<ＭＩＮＡＴＯ  ＣＩＴＹ ＴＲＣ ＧＲＯＵＰ> 

    （教育委員会事務局教育推進部 図書文化財課） 

ア 指摘の内容 

指定管理者が再委託を行った業務のうち、消防設備保守点検、自家用電気工作物保

守点検、自動扉設備保守点検、給水設備点検の内ウォータークーラー保守点検に関し

て、再委託を受けた事業者は各保守点検等業務について、さらに別の事業者に委託を

行っていた。 

清掃、警備及び設備の保守点検など専門性の高い個別業務等について、区が内容を

精査し承諾した場合に、指定管理者は再委託できるものとしている。 

所管課は、指定管理者に対し、再委託協議に際しては、再委託する業務の内容や実

施方法等を明確にするよう指導するとともに、指定管理者から説明を求めるなどその

内容をよく精査し、再委託等が適切に行われるよう徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

指定管理者に対し、実際に業務を実施する事業者を相手先として、区への協議と申
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請を行うよう指導するとともに、課内職員に対し再委託協議の際には委託業務の内容、

委託理由、実施方法などを書面及び聞き取りにより確実に把握し処理するよう周知徹

底しました。現在、指定管理者からの申請を受け適切に処理しています。 

 

 

５ 事業実績報告について 

<タイムズ 24 株式会社・タイムズサービス株式会社グループ> 

    （街づくり支援部 地域交通課） 

ア 指摘の内容 

監査当日に総勘定元帳が用意されておらず、翌日改めて総勘定元帳の提出を受けて

監査を実施した。 

港区立品川駅港南口公共駐車場の管理運営に関する基本協定書（平成 26 年 4 月 1

日付）第 28 条の規定では「指定管理者は、毎月終了後、翌月の 15 日までに、本業務

の実施状況、本業務の収支状況、本施設の利用状況を記載した報告書を区長に提出し

なければならない。」としている。 

平成 29 年度に指定管理者が毎月提出していた報告書では「収支状況」について「収

入」のみが報告されており、「支出」については報告がされていなかった。 

また、平成 29 年度事業報告書に添付された支出集計表の事業運営費計上額 

429,124 円について、内訳を総勘定元帳で確認したところ、広告宣伝費、印刷消耗品

費、事務用品費の 3 項目については予算（経費見積書）と同額を 12 ヵ月で均等割り

して計上されており、経費の内訳は明確になっておらず、支払先欄は空白になってい

た。 

さらに、平成 29 年度事業実績報告書「別紙 5」に売上年報が添付されており、利

用者への利用料金の返金が計 60,950 円とあるが、その詳細の分かる資料が添付され

ておらず、所管課も把握していなかった。 

指定管理者は、基本協定書に基づき、施設の運営状況、業務の収支状況や経費の執

行の内訳等を区へ報告しなければならないとしている。このことからも指定管理施設

の経費の使途は透明性を図り、経理に関する台帳等を整備し、収支状況等を明らかに

しておくべきである。 

事業実績報告書や支出内容を裏付ける添付書類は、業務、経理状況等毎月の業務実

績等の把握に不可欠なものである。 

所管課は、指定管理者に対し、本業務の収支状況が確認できる実績報告書の作成を

求めるとともに、経費の内訳が明確にわかる添付書類の提出を強く指導すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 2 月に、指定管理者に対し、本業務の収支状況が確認できる実績報告書

の作成について指導しました。その上で、これまでの報告時に提出されていた添付書

類を指定管理者とともに点検しました。 
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今後は、実績報告書の内訳が明確に判明するように記載内容を精査するとともに、

全ての添付書類の提出を強く指導しました。 

 

 

６ 修繕費について 

<タイムズ 24 株式会社・タイムズサービス株式会社グループ> 

    （街づくり支援部 地域交通課） 

ア 指摘の内容 

港区立品川駅港南口公共駐車場の管理運営に関する基本協定書（平成 26 年 4 月 1

日付）第 35 条 3 の規定では、「指定管理者は、区に提出した事業計画書の収入支出の

予算の内、修繕費及び光熱水費の支出額が予算額を下回った場合は、その差額を区が

作成した納付書で支払うものとする」としている。 

平成 29 年度事業報告書に添付された修繕実施集計表の計上額について、指定管理

者提出の資料から内容の確認を行った。 

①   管理事務所天井埋め込みエアコン 2 台の更新を指定管理者の修繕費により実施し

ているが、1 台あたり 1,618,056 円のところ、室内機と室外機を分けることによって、

1 件 130 万円以下として実施していた。業務基準書 5（4）区と指定管理者の管理責任

の分担 11（3）には、1 件 130 万円を超える修繕は区の分担としているが、「ただし区

と協議の上、指定管理者が分担することもある。」と規定しており、事前に区に協議を

すべきところ、分割して実施していた。 

②  タイムズサービス株式会社がアズビル株式会社等に支払った修繕費を 1 とした場

合、タイムズ２４株式会社は、タイムズサービス株式会社に対して 1.1 の金額で支払

を行い、この 1.1 という金額をもって区に報告を行っているが、1.1 の根拠が不明であ

る。 

所管課は、指定管理者に対し、130 万円を超える修繕となる場合には事前に区と協

議するよう指導するとともに、修繕費の支出の根拠を明確にするよう強く指導し、所

管課もその内容を十分精査すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 2 月に、指定管理者に対し、130 万円を超える修繕となる場合には事前に

区と協議すること、さらに支出の根拠を明確かつ適正な価格で実施することについて

強く指導しました。 

併せて、平成 29 年度・平成 30 年度中に実施した修繕の内容を全件説明させ、再点

検しました。 

今後は、修繕費の支出根拠を十分精査し、事前協議してまいります。 

 

 

７ 業務の再委託について 
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<タイムズ 24 株式会社・タイムズサービス株式会社グループ> 

    （街づくり支援部 地域交通課） 

ア 指摘の内容 

指定管理者が再委託を行った業務のうち、駐車場シャッター保守点検に関して、再

委託を受けた事業者は、さらに別の事業者に委託を行っていた。 

    清掃、警備及び設備の保守点検など専門性の高い個別業務等について、区が内容を

精査し承諾した場合に、指定管理者は再委託できるものとしている。 

所管課は、指定管理者に対し、再委託協議に際しては、再委託する業務の内容や実

施方法等を明確にするよう指導するとともに、指定管理者から説明を求めるなどその

内容をよく精査し、再委託等が適切に行われるよう徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 2 月に、指定管理者に対し、再委託する業務の内容や実施方法等を明確

にするよう厳重に指導しました。 

さらに、指定管理者から再委託協議があった際は、詳細に説明を求め内容をよく精

査し、業務が適切に行われるよう指導を徹底しました。 

 

 

８ 自主事業の報告について 

<タイムズ 24 株式会社・タイムズサービス株式会社グループ> 

    （街づくり支援部 地域交通課） 

ア 意見の内容 

港区立品川駅港南口公共駐車場の管理運営に関する基本協定書（平成 26 年 4 月 1

日付）第 37 条 4 の規定では、「指定管理者が実施した自主事業の収支を明らかにした

書類を、毎月終了後、翌月の１５日までに区長に提出しなければならない。」として

いる。 

自主事業で実施しているカーシェアリング、自動販売機の売り上げについての報告

書が、毎月提出される報告書に添付されていなかった。 

所管課は、指定管理者に対し、自主事業の収支状況を明らかにした書類の提出を指

導されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 3 月に、指定管理者に対し、基本協定書に基づき、翌月の 15 日までに自

主事業の収支状況を明らかにした書類の提出を指導しました。 

また、改めて平成29年度分のカーシェアリング、自動販売機の売り上げの報告書に

ついても、作成するよう指導しました。 
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９ 財政援助団体等監査への協力等について   <一般社団法人日本駐車場工学研究会> 

       （街づくり支援部 地域交通課） 

ア 指摘の内容 

指定管理者に対し、準備書類等について事前に通知していたにもかかわらず、監査

指定日（平成 31 年 1 月 22 日）に必要書類（総勘定元帳）が準備されていなかったた

め、税理士による書類確認ができず、後日、別日程（平成 31 年 1 月 28 日）での再監

査となった。 

また、再監査の際に、非常勤職員（本社要員）、その他職員（正社員）の人件費確

認の為、当該職員の賃金台帳等の提示を求めたところ、個人情報であることを理由に

提示されなかった。 

さらに、常勤職員（パート職員）の人件費について、指定管理者が提出した月別経

費集計と、月別給与一覧表合計額を照合したところ、4 月～10 月は一致したが、11

月から 3月分について両者が一致しなかった。不一致の理由を指定管理者に尋ねたが、

明確な回答が得られなかった。 

指定管理者は、基本協定書に基づき、施設の運営状況、業務の収支状況や経費の執

行の内訳等を区へ報告しなければならないとしている。このことからも指定管理施設

の経費に関する台帳等を整備し、収支状況等を明らかにしておくべきである。 

監査委員による監査は、地方自治法の規定に基づき実施しているものであり、指定

管理者は、区の監査に適切に対応することとされている。 

所管課は、指定管理業務実施にかかる経費の使途について、しっかりと把握すると

ともに、区の監査においてその使途について説明を求められた際には、人件費が適正

に支出されているかを確認するために不可欠な賃金台帳等をはじめとする会計書類

等を迅速、的確に提示するよう強く指導すべきである。 

 

 イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 3 月に、財政援助団体等監査は、指定管理業務実施にかかる経費の使途

を把握する必要があること、人件費が適正に支出されているかを確認するために賃

金台帳等をはじめとする会計書類等が不可欠であることを説明し、関係書類等を提

出するよう指導しました。 

今後は、毎月の定例会の中で指定管理施設の運営状況、収支状況や経費の執行内

訳等を区に報告するとともに、監査に当たっては関係書類等を整備し、適切に対応

するよう徹底します。 

 

 

10 設備点検における指摘事項への対処について  

 <一般社団法人日本駐車場工学研究会> 

       （街づくり支援部 地域交通課） 

ア 指摘の内容 
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平成 29 年 5 月、11 月に実施した消防設備点検において、点検業者からスプリンク

ラー配管の錆による腐食、泡消火器の液漏れによる原液タンクの交換、自動火災報知

設備の光電式スポット型感知器 9個の不作動による交換等が指摘されていたが、監査

当日（平成 31 年 1 月 22 日）時点でも対応が行われておらず、平成 30 年度中に対応

予定となっていた。 

また、平成 30 年 2 月に実施した建築設備法定点検（建築基準法第 12 条）において

指摘された常閉防火扉の作動不良 23 か所、非常用照明の不点灯 51 灯等安全に関わる

不具合についても、施設の老朽化による他の設備の改修等を優先するため、修繕が行

われておらず、監査日時点において修繕の見込みが立っていなかった。 

消防設備を正常に作動させるよう維持管理することは、利用者等の安全安心を確保

するうえで極めて重要である。点検結果における指摘事項に対しては、早急に対処し、

施設の安全管理を徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

令和元年 5月 10 日に令和元年度からの新指定管理者に対し、利用者等の安全安心

を確保する観点から、大至急、消防設備点検における指摘事項への対処をするよう

指導しました。 

大規模な工事については、工事期間及び経費を精査し、令和 2 年度に対応するこ

ととしました。 

消防設備点検等で指摘された事項について項目リストを作成させ、毎月、指定管

理者と相互に進捗状況を確認し、再発防止に努めています。 

 

 

11 経費区分について              <一般社団法人日本駐車場工学研究会> 

       （街づくり支援部 地域交通課） 

ア 意見の内容 

基本協定では、光熱水費と修繕費を清算項目としている。 

建築基準法第 12 条に基づく建築設備点検 948,240 円は清算項目である修繕費とし

て支出された。当該経費は、施設の安全な維持管理に必要な点検を行う経費であり、

委託料で支出すべきである。 

所管課は、指定管理者から提出された報告書等の内容を確認するとともに、指定管

理者に対し、経費区分を精査し支出するよう指導されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

令和元年 5 月に新指定管理者に対し基本協定に基づく経費区分について改めて説

明し、精査した上で支出するよう指導しました。 

今後は、報告書等の内容から経費区分を精査し支出を確認するとともに、再発防止

に努めてまいります。 
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12 財政援助団体等監査への協力等について    <かたばみ・山本・ＧＳグループ> 

        （赤坂地区総合支所まちづくり課） 

ア 指摘の内容 

人件費について、実際に支出された金額を確認するため、総勘定元帳、給与台帳

等の提示を求めたところ、当初は提示できないとのことであった。重ねて資料の提出

を求めたところ、監査終了後に提出された。 

また、人件費について、指定管理者は実際にいくら支出されたかの根拠を示さず、

監査に対して非協力的な対応であったため確認できなかった。 

所管課も、指定管理者から提出されるべき算定根拠を基に算定が妥当であること

の確認をしないまま支出していた。 

指定管理料は、協定書等に基づき指定管理者が実施した業務に対し公費により支出

しているものであり、経費の使途は透明性を図る必要がある。 

指定管理者は、基本協定書に基づき、業務の収支状況や指定管理料の執行の内訳等

を区へ報告しなければならないとされている。このことからも指定管理施設の経理に

関する台帳等を整備し、収支状況等を明らかにしておくべきである。 

監査委員による監査は、地方自治法の規定に基づき実施しているものであり、指定

管理者は、区の監査に適切に対応することとされている。 

所管課は、指定管理業務実施にかかる経費の使途について、しっかりと把握すると

ともに、区の監査においてその使途について説明を求められた際には会計書類等を迅

速、的確に提示するよう強く指導すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 3 月に、所属長から指定管理者に対し、指定管理施設の経理に関する台

帳を整備し、収支状況を明らかにしておくことの重要性を改めて説明し、指導しまし

た。 

さらに、4 月に、所管課として、監査を受けるに当たってのマニュアルを作成しま

した。 

今後は、このマニュアルを活用し、経理に関する台帳等を速やかに提出できるよう

指導してまいります。 

 

 

13 業務の再委託の協議漏れについて    <Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社> 

       （教育委員会事務局学校教育部 学務課） 

ア 指摘の内容 

港区立箱根ニコニコ高原学園の管理運営に関する基本協定書（平成 27 年 3 月 26 日

付）第 16 条の規定では、事前に区の承諾を受けた場合を除いて、業務の一部を第三



10 

 

者に委託してはならないとしている。 

しかし、厨房機器診断・調理機器点検を区の承諾がないまま再委託を行った。 

    再委託業務については、事前に書面による申請及び承諾に漏れがないよう指定管理

者への指導を徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

再委託業務について、事前に書面による申請の漏れがないように、業務仕様書等で

年間業務内容を確認した上で、申請するよう指定管理者に対し指導を徹底しています。

また、教育委員会でも同様の確認をした上で、指定管理者からの申請を受け、承諾し

ています。 

 

 

14 業務の再委託について     <社会福祉法人港福会> 

       （保健福祉支援部 障害者福祉課） 

ア 指摘の内容 

指定管理者から提出された再委託申請書及び申請に基づき区が交付した再委託承

諾書に、委託業務名「管理費（消防設備点検他）」、「管理費（床面清掃他）」とだけ記

載された業務があり、具体的に「他」に何の業務を含むか不明であった。 

また、指定管理者が再委託を行った業務のうち、自動ドア保守点検、防除作業、消

防設備作業、ガスヒーポン保守点検作業に関して、再委託を受けた事業者は各保守点

検等業務についてさらに別の事業者に委託を行っていた。 

清掃、警備及び設備の保守点検など専門性の高い個別業務等について、区が内容を

精査し承諾した場合に、指定管理者は再委託できるものとしている。 

所管課は、指定管理者に対し、再委託協議に際しては、再委託する業務の内容や実

施方法等を明確にするよう指導するとともに、指定管理者から説明を求めるなどその

内容をよく精査し、再委託等が適切に行われるよう徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 3 月 25 日、所管課長から指定管理者に対して、再委託に関する手続の

方法や必要な書類について直接説明し、指導しました。併せて、課内担当係に対し、

指定管理者の再委託協議の申請の際は業務の内容や実施方法等が明確であるかを確

認し、精査した上で承諾するよう指導しました。 

平成 31 年 3 月 29 日、指定管理者から平成 31 年度分の再委託業務についての協議

申請があり、再委託する業務の項目名、内容、実施方法等の説明を受けました。所

管課として申請書を受理し、改めて内容を十分精査した上で、業務の項目名や業務

内容などが適正であることを確認してから承諾しました。 

今後は、指定管理に関する書類の記載方法や内容に誤りがないよう、引継書に明

記し、年度切替時の引継ぎを徹底します。また、指定管理者に対して、指定管理に
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関する手続や方法、必要書類などについて、引き続き丁寧に説明するとともに指導

してまいります。 

 

 

15 指定管理料の清算について     <社会福祉法人港福会> 

                            （保健福祉支援部 障害者福祉課） 

ア 意見の内容 

平成 29 年度清算報告書と監査当日に確認した指定管理料の予算書、再委託の申請

書等に記載されていた事業運営費（再委託業務）、事業運営費（その他（非清算項目））、

施設管理経費（再委託業務）、施設管理経費（その他（非清算項目））の項目の金額が

異なっていた事例が見受けられた。 

非清算項目では、 

・事業運営費 

指定管理料予算額（事務消耗品）420,000 円は、348,000 円が正しい。 

このため、事業運営費（非清算項目）の指定管理料予算額 5,894,000 円は、5,822,000

円となる。 

・施設管理経費 

指定管理料予算額（布団クリーニング）18,295 円は、9,511 円が正しい。 

清算項目では 

・事業運営費（再委託業務） 

指定管理料予算額（パソコン教室講師料）720,000 円とあるが、792,000 円が正し

い。 

・施設管理経費（再委託業務） 

指定管理料予算額（廃棄物処理委託）109,800 円は、118,584 円が正しい。 

このため、施設管理経費の再委託全体の予算額 2,866,240 円は、2,875,024 円とな

る。決算額に変更はないので、清算額 2,814 円は、11,598 円となる。 

この結果、返還額が 8,784 円少なく報告されていた。 

報告書等の記載内容や添付書類は指定管理料の清算に係る審査や事務処理に不可

欠なものである。 

所管課は、指定管理者に対して、正確な報告書を作成するよう強く指導するととも

に、提出された報告書は十分に精査し内容を確認されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 3 月 25 日、所管課長から指定管理者に対して、年度協定書や月次報告

書など、区に提出する書類については、記載内容に誤りがないよう十分に確認した

上で提出することを指導しました。 

さらに、課内担当係に対し、指定管理者から提出された報告書等の記載内容や添付

書類を精査するよう指導しました。 
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平成31年 3月 29日、指定管理者から平成31年度の年度協定書が提出されました。

その際は、所管課として、年度協定書の記載内容が適正であるか、指定管理料内訳書

や業務再委託一覧表と照合し精査しました。 

令和元年 5 月 1 日、指定管理者から平成 30 年度指定管理料の精算及び返還につい

ての書類が提出されました。その際は、年度協定書や執行額表、執行状況表と照合し、

適正であったことを確認してから返還手続を行いました。 

今後も、指定管理者に対して、指定管理に関する提出書類の確認や内容が適正であ

るか、チェックリストの活用やダブルチェックなど十分に行った上で提出するよう指

導徹底してまいります。また、所管課としても、提出された書類の確認を根拠資料と

照合し、内容を十分精査してまいります。 

 

 

16 指定管理料の清算について         <特定非営利活動法人 ワーカーズコープ> 

       （麻布地区総合支所 管理課） 

ア 指摘の内容 

指定管理料は、区が定める６つの経費区分に基づき指定管理者が積算し、人

件費、光熱水費、修繕費の余剰金及び再委託による落差金については、経費

区分毎に返還額を算出し区へ返還することとしている。 

指定管理者は、指定管理料の清算において、清算対象の経費区分毎に返還

額を算定せずに、清算対象経費全体で返還額を算定していた。その結果、返

還額の算定の際に職員人件費返還額 79,008,009 円、事業運営費返還額

2,316,000 円、修繕費返還額 278,307 円で合計返還額は、81,602,316 円とす

るべきところ、施設管理経費（再委託分）の△626,105 円を含めて計算をして

いるため、区への返還額を 80,976,211 円と算定した。 

この結果、返還額が 626,105 円少なくなっていた。 

所管課は、指定管理者に対して、正確な報告書を作成するよう強く指導す

るとともに、提出された報告書は十分に精査すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 3 月に、所管課長から指定管理者に対し、指定管理料の清算処理につい

ては区と相互に確認し合うこと、区に書類を提出する際には複数人で確認し誤りがな

いよう細心の注意を図ることについて指導しました。 

また、区に返還すべき 626,105 円については、平成 31 年 3 月 29 日に返還させまし

た。 

今後は、所管課においても指定管理料が計画的に執行できているか、随時確認を徹

底してまいります。 
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17 事業経費の流用について          <特定非営利活動法人 ワーカーズコープ> 

       （麻布地区総合支所 管理課） 

ア 意見の内容 

指定管理者が提出した指定管理料予算書に排水管高圧洗浄作業及びフロン改正法

に伴う空調機点検業務が計上されていなかったため、予算流用での対応となった。 

本流用に伴う、「平成 29 年度港区立東麻布保育園の事業計画書の変更について（予

算流用協議）」（平成 30 年 1 月 17 日決裁）に添付されていた、協議書及び承諾書では、

「流用元(施設管理経費) 」、「流用先（修繕費）」流用金額 2,161,372 円と記載されて

いたが、実際の流用元は修繕費、流用先は施設管理経費であり、記載が逆だった。 

また、修繕費は清算項目である。清算対象外経費に執行残額が生じているのにもか

かわらず、清算項目である修繕費を流用元とした結果、修繕費の返還額は流用額分

（2,161,372 円）について減額されることとなった。 

所管課は、指定管理者に対し、施設管理経費の不足が見込まれる場合には、事業

費全体のなかでの調整等を指導し、事業計画の変更協議があったときは、指定管理者

にその理由等を詳細に報告させ、内容を十分精査したうえで、他の経費からの流用等

の可否を判断されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成 31 年 4 月 2 日に所属長から指定管理者に対して、書類作成における内容確認

の徹底を指導しました。また、所管課においても、書類を受け取る際には適正な内容

であるか、複数のチェック体制で書類を確認し精査するよう指導しました。 

さらに、指定管理者とともに、改めて指定管理者制度運用マニュアルの確認を行い

ました。 

今後は、再発防止に努め、適正な事務処理を徹底してまいります。 

 

 

18 事業運営費について          <特定非営利活動法人 ワーカーズコープ> 

       （麻布地区総合支所 管理課） 

ア 意見の内容 

事業運営費の執行残額 11,094,732 円の内、清算対象外の残額が 8,778,732 円であ

った。これは、事業運営費（非清算項目）指定管理料の約 29％である。主な内容は

役務費（採用費：残額 870,000 円）と給食食材費（残額 5,231,774 円）である。 

事業運営費・施設管理経費について、指定管理者の効率的で効果的な事業運営によ

り執行残額（余剰金）が発生した場合は、指定管理者の収入とし、区への返還は要し

ないこととしている。ただし、再委託の予定金額と決定金額との差額については、指

定管理者の経営努力による経費削減と認められないことから、区へ返還することとし

ている。 

採用費の執行残額は紹介手数料の未執行であり、給食食材費の執行残額は当初の事
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業計画の未達成によるものであるため、指定管理者の経営努力によるものとはいえな

い。 

所管課は、指定管理者から提出された実績報告書等を十分に精査し、当初予定して

いた事業計画の実施が困難となった場合には指定管理者と事業計画の変更を協議す

るなど、適切な対応を図られたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

指定管理の清算の考え方について、指定管理者制度所管課とともに検討を行い、令

和元年度からは、指定管理料のうち、非清算項目に当たる事業運営費及び施設管理経

費について、実績が見込みを下回ったことや目的が未達成であることによって発生し

た執行残額は、指定管理者の創意工夫や経営努力による余剰金には当たらないことか

ら、清算対象とすることとしました。 

本件については、令和元年 8月に所管課長から指定管理者に周知し、改めて指導徹

底しました。 

また、協議した結果、指定管理者が独自に自主事業を実施することをもって対応す

ることとしました。 

今後、指定管理者から提出された実績報告書等を所管課として十分に精査し、疑義

が生じた場合は指定管理者と速やかに協議を行い、適切に対応してまいります。 

 

 

19 補助金実績報告書の提出について      <一般社団法人アプローズほか 24 団体> 

       （保健福祉支援部 障害者福祉課） 

ア 意見の内容 

港区精神障害者グループホーム運営費補助金交付要綱第 11 条では、補助事業者は、

補助対象事業が終了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき

のいずれか早い日から 30 日以内に、港区精神障害者グループホーム運営費補助金実

績報告書を区長に提出しなければならないとしている。 

しかし、施設借上費等のうち、区内グループホームの空室補助、区外グループホー

ムの家賃補助については、確定した補助金額が交付額と同額の 5 団体（区内 3 団体、

区外 2団体）について、実績報告書の提出を受けていなかった。 

所管課は、当該補助金交付要綱に基づく適正な事務処理について、組織内で確認す

るとともに、補助金交付団体を指導されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

区が 3月末に送付する実績報告書の提出依頼には、補助金の交付を受けた全団体は

全て実績報告書の提出対象であること、戻入処理が発生しなくても決められた期限内

に提出が必要なことを明記するよう改善しました。 

また、本件については、平成 31 年 3 月、所属長から課内全職員に周知し共有する
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とともに、区が定める期限内に実績報告の提出がなかった団体に対しては、電話連絡

及び再度通知を行い、要綱上の提出期限までに全団体の実績報告を完了させるよう指

導しました。 

今後は、実績報告書の提出や戻入の有無をエクセル等で管理し、全団体の提出状況

を把握すること、提出が遅れている団体等については連絡等の必要な措置を講じ、再

発防止に努めてまいります。さらに、担当職員間の事務引継を行う際にも、全交付団

体の実績報告が必要なことを引継書に明記し、年間スケジュールの確認及び提出書類

に漏れが無いよう徹底します。 

 

 

20 事業の実績報告について     <港区私立幼稚園連合会> 

       （教育委員会事務局教育推進部 教育長室） 

ア 意見の内容 

港区私立幼稚園連合会補助金交付要綱第 9条では、その事業が完了したとき又は補

助金交付決定に係る会計年度が終了したときは、事業の成果を記載した実績報告書

(第 3号様式)を区長に提出しなければならないとしている。 

しかし、第 3号様式ではなく、「平成 29 年度事業実績報告書並びに収支計算書」と

題したものを提出していた。また、提出された当該書類には、収支の予算額の記載は

あったが、決算額の記載はなかった。 

さらに、当該書類を確認したところ、研修の内容が具体的に記載されていなかった

ため、事業の実施状況が不明である。研修費における会場費、広報連絡費における会

場費及びその他経費については、内訳書が添付されていないため、何に支出されたか

が不明である。   

また、研修費及び広報連絡費における交通費は、研修等の開催ごとに一人当たり単

価が異なり、異なる根拠が不明であるほか、東京都私立幼稚園連合会港支部の研修会

で支出された交通費は、研修参加者の園の園長名の領収書が添付されているのみで参

加者数、単価が不明である。 

しかし、所管課は、事業の状況が不明確で、決算額の記載がないにもかかわらず、

補助金の額の確定を行った。 

実績報告書や支出内容を裏付ける添付書類は、補助金の額の確定に係る審査に不可

欠なものである。 

所管課は、港区私立幼稚園連合会に対し、当該要綱に基づき、補助対象とした経

費に対する支出の根拠と決算額を明確にした報告書の作成を指導するとともに、報

告書の内容を十分に精査し、補助金の額の確定を適正に行われたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今後は、支出内容の確認を丁寧に行い、誤った提出書類や不足している証拠書類に

ついては、私立幼稚園連合会と連絡をとりながら正確な書類の徴収を行い、適切な手
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続きのための確認を行っていきます。 

 

 

21 指定管理者が行う修繕費の妥当性の担保について 

       （企画経営部 区役所改革担当） 

ア 意見の内容 

区は、公費支出の透明性、妥当性、適正性等について、区民に対する説明責任を

負っている。これは、指定管理者に対する経費支出についても同様である。 

区が行う修繕については、契約や金額等の透明性、妥当性、適正性等を確保する

ため、契約予定金額に応じて複数事業者から見積りを徴取するなどのことを定めて

いる。 

一方、指定管理者が他の事業者に発注した修繕及び指定管理者が共同事業体に発

注した修繕について監査したところ、金額にかかわらず複数事業者から見積りを徴

取しないなど、金額の妥当性等について検証していない事例があった。 

また、共同事業体の構成団体以外の事業者に支払った修繕費を 1とした場合、共

同事業体の構成団体内で、該当経費を 1割増しで経理している事例があったが、所

管課はその根拠、理由等を把握していない事例が見受けられた。 

修繕費は、その年度ごとに何を修繕する必要が生ずるか不確定であるうえ、執行

残額については清算を要する経費である。 

指定管理者が行う修繕について、その透明性、妥当性、適正性等を確保し、区の

説明責任を果たす観点から、複数事業者から見積りを徴取するなど、区の基準に準

じた取り扱いとしないのであれば、その理由を明らかにするとともに、具体的な基

準を定め、その内容を指定管理者に指導するよう所管部門に周知徹底されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

指定管理者が行う修繕費の妥当性の確保については、市場価格や類似の業務との均

衡を踏まえ、適正な価格で実施し、実績について適切に精査するよう、毎年 2回実施

している担当者説明会の機会を捉えて各施設所管課へ周知しました。 

今後も指定管理者が適切に修繕を実施するよう、全所管課に周知徹底してまいり

ます。 

 

 

22 指定管理者制度導入施設における業務の再委託について 

       （企画経営部 区役所改革担当） 

ア 意見の内容 

指定管理者が実施する業務は、基本協定書に定める業務で事前に区の承認を受けた

場合を除き、業務の一部を第三者に委託してならないとしている。 

しかし、一部の指定管理者制度導入施設における再委託業務について、事前に書面
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による協議・承諾が行われていない事例及び再委託の承諾を受けた事業者が更に別の

事業者に委託していた事例が見受けられた。 

業務の再委託にあたっては、必ず事前に書面による協議及び承諾を行うよう所管部

門に周知徹底されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

指定管理者制度導入施設における再委託については、再々委託も含めて、書面によ

る事前協議の徹底について、毎年 2回実施している担当者説明会の機会を捉えて各施

設所管部門に周知しました。 

今後も、再委託に係る事前協議漏れが発生しないよう、担当者説明会の機会を捉え

て所管部門へ継続的に周知徹底してまいります。 

 


