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１．サービスチェック対象施設 

施設名 施設数 所管課 

大野城総合公園、赤坂・旭ケ丘テニスコート、

乙金多目的広場 
4 スポーツ課 

大野城市高齢者生きがい創造センター 1 長寿支援課 

公民館（27 区＋4 集会所） 31 コミュニティ文化課 

老人憩の家（27 区） 27 長寿支援課 

２．サービスチェック実施日 
平成 30 年８月２日（木）及び８月３日（金） 

３．講評 

■大野城総合公園、赤坂・旭ケ丘テニスコート、乙金多目的広場 
① 現在の指定管理者のサービスについて

大野城市を代表する運動施設の指定管理であり、単に施設の維持管理・運営を行うだ

けではなく、施設を利用した競技スポーツ普及振興事業（スポーツ教室）や競技力向

上事業などのスポーツの普及に係るソフト事業も併せて実施していることから、公益

財団法人 大野城市体育協会（以下、大野城市体育協会）が指定管理者であることは、

専門性やサービスレベルの観点から一定の合理性が認められます。 

前回診断時（平成 25 年度）に確認された衛生面の問題としての更衣室の異臭や湿気

は、今回の現地調査では改善されていることが確認できました。 

本指定管理は、大きく区分すると大野城総合公園、赤坂テニスコート、旭ケ丘テニス

コート、乙金多目的広場の４施設を対象としています。前回診断時（当時は乙金多目

的広場を除く３施設）には、予算額が３施設の合計額としてのみ計上されており、各々

の収入・支出の妥当性に不明瞭な点が見受けられる状況でしたが、今回の診断では４

施設の各々について収支明細書を含む事業報告書が作成されるように改善され、施設

別に適切に診断できる情報が整備されたことは良い点です。 

一方、施設別の収支明細書を検証すると、乙金多目的広場は実際に維持・管理運営に

職員が従事しているにも関わらず、その人件費は職員が常駐する大野城総合公園（総

合体育館事務所）の支出にまとめて計上されているなど、もう一段の精査が必要です。

また、大野城総合公園の事業報告書では、自主事業としてスポーツ教室事業が掲載さ

れていますが、スポーツ教室事業の一環として実施される「まどかスポーツ教室」は

市内４コミュニティセンターで開催されていることから、指定管理業務に係る自主事

業ではないものも収支明細書では計上されている状況です（指定管理者による自主事

業は、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、あらかじめ市の承認を得た上で、指定

管理者ではないひとつの組織として自ら企画し自らの費用で施設を使用して実施す

る事業のことをいう）。そのため、特に大野城総合公園の収支明細書の収入・支出の

差引額は▲3,331 千円の大幅な支出超過となっています。一方、計上するべき人件費

が未計上の乙金多目的広場の収支明細書の収入・支出の差引額は 1,358 千円の収入超
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過となっています。これらの結果、外形的には４施設の合計では▲1,115 千円の支出

超過の状況です。このように、４施設の収支明細書について、実際に従事している職

員の人件費を時間按分するなどの方法で各施設に適切に配賦・計上することや、指定

管理業務に係る自主事業を厳格化し収支明細書をより適正な内容とするように一層

の改善が必要です。 

② 次期指定管理者の選定について 

市のスポーツ振興を目的に市が出資している大野城市体育協会が指定管理者となる

ことで、市のスポーツ振興に係る施策を踏まえた施設の運営や、同協会が別途実施し

ている独自事業との相乗効果などのメリットが考えられます。また、施設の維持管

理・運営のサービス水準については、現地調査やアンケート調査結果から満足できる

水準にあるものと判断します。 

よって、以下に示す問題点を解消することは必要ですが、平成 31 年度からの次期指

定管理者は、引き続き非公募により大野城市体育協会を指定することが望ましいと考

えます。期間は現状と同じ５年間が適切と考えます。 

【解消するべき問題点】 

ⅰ）所管課の支援のもと、４施設の収支明細書のさらなる適正化が必要です。（特に人

件費の計上と自主事業の精査による収入・支出の見直し）。それに合わせて、事

業報告書の自主事業に掲載する事業を精査し、次期指定管理期間における適切な

指定管理者交付金の積算を行うことが必要です。 

ⅱ）利用者ニーズの把握方法が、利用者等のアンケート調査や利用者からの要望・苦  

情が中心となっていますが、体育協会として加盟団体等スポーツ団体とのネット

ワークを活かし、年に１回、個別インタビュー調査・グループインタビュー調査

等によりスポーツ団体等からのニーズを能動的に把握し、施設の維持・管理運営

のさらなる向上に反映させていただきたいと思います。 
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■大野城市高齢者生きがい創造センター 

① 現在の指定管理者のサービスについて 

本施設に関しては、平成 27 年度に実施した指定管理者診断において、各部屋に表示

されている表札について、本施設と市シルバー人材センターの区分が明確ではない箇

所が見られること、前回診断時に指摘した光熱水費や人件費に関して適切な負担割合

となっているか否か検証がなされていないことから、引き続き改善を求めていました。

今回の現地調査で表札の明確化が確認できました。また、収支明細書では人件費等の

支出内容の適正化が進められたことも確認できました。 

指定管理業務の一環としての事業の実施状況に関しては、以下のとおり前回からほと

んど改善されず、施設の設置目的を果たす成果が低い状況です。 

ⅰ）高年齢者の就業に関する情報の収集及び提供（ハローワークからの求人情報の送

付）：平成 30 年１月までは毎日実施していたが、平成 30 年２月からは月２回に

減少しており、そもそもニーズも成果も低いことが伺えます。 

ⅱ）高年齢退職者等に対し、臨時的かつ短期的な就業に必要な知識及び技術の付与を

目的とした講習：実施した講習は平成 28 年度までは「網戸・障子・襖の張り替

え講習」に限定され、平成 29 年度に新たに追加された講習も「清掃講習」のみ

です。回数・参加人数も、平成 28 年度「網戸・障子・襖の張り替え講習」３回

23 人、平成 29 年度「網戸・障子・襖の張り替え講習」と「清掃講習」を合わせ

て４回 22 人に留まっています。現代の高齢者に対する企業等の雇用ニーズに十

分に対応した講習の内容とは言い難く、高齢者の就業につながる成果が限定され

る状況です。 

ⅲ）高齢者の就業に関する相談：平成 26 年 11 月に開設した相談窓口は前回診断時と 

同様にほとんど成果がない状況に変わりありません。平成 28 年度は相談会を 43

回開催し参加者は０人、平成 29 年度は 44 回開催し参加者３人に留まっています。

前回の診断時にも相談者が極めて少ない状況に対して、ニーズの有無を調査する

ように指摘していましたが、改善が見られない状況です。就業相談については電

話等による相談が中心で、相談会の開催についてはそもそもニーズが無いか、高

齢者の就業相談ニーズに合致したサービスが提供できていないのかのいずれか

であると考えられます。 

ⅳ）工芸品等（陶芸・木工）の創作活動：平成 28 年度２回（陶芸教室、きめこみまり

作り）参加者 12 人、平成 29 年度１回（陶芸教室）参加者８人で、実施回数、参

加者数ともに極少数に留まっています。大野城まどかぴあ内の生涯学習センター

で工芸教室が実施されていることを踏まえると、本施設で実施する必要性を整理

することが必要です。 

ⅴ）生産又は創造的活動に必要な助言及び指導：実施が確認できません。 

施設の貸し館による利用状況は以下のとおりです。 

ⅰ）陶芸室：前回同様に特定の１団体が、１年を通じて週に４日利用しています。現

地視察によって、特定の団体が年度当初に 1 年間の利用スケジュールを決めてい

ることや、室内のほとんどの設備等を事実上占有し他の利用者が週に１日しか使

用できない状況が確認できました。施設の稼働率は 95.5％と非常に高稼働ですが、
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１団体が独占していることを現しています。このように前回の診断時と同様に、

陶芸室の利用に関する公平性・公正性には疑問が残ります。 

ⅱ）研修室：市の事業である概ね 60 歳以上を対象とした学習・学究活動の機会を提供

するシニア大学の講座の会場としての利用など、稼働率が 70％弱となっています。

ただし、シニア大学の会場は、本施設の研修室以外に、まどかぴあ、大野城心の

ふるさと館、大野城市役所会議室と併用です。 

ⅲ）木工室：稼働率 20％程度に留まっています。 

以上のとおり、指定管理業務のうち指定管理者が主催する相談会・講習会等は実質的

な回数は非常に少なく、利用者数も非常に少ない状況が続いていることから、継続す

る必要性は低いものと評価します。また、３つの貸し室のうち、陶芸室は１団体が優

先的に利用しており、他の高齢者は利用しにくい状況であること、木工室の稼働率は

20％程度とニーズが少ないことがうかがわれることなど、研修室以外の２室は管理運

営方法に大きな問題が存在しています。 

さらには、生きがい創造センターのホームページは無く、シルバー人材センターのホ

ームページの中に施設利用案内が掲載されているのみであり、シルバー人材センター

の活動拠点としての本施設の認識が強く、高齢者による本施設の利用を積極的に促す

形とはなっていないと考えます。 

加えて、指定管理業務としての事業の数量と３室の貸し館業務にかかる業務量を踏ま

えると、収支明細書に計上されている人件費（常勤職員）2,090 千円（１名分）は過

剰であり、指定管理業務への従事時間を精査し、指定管理者交付金を見直す必要があ

ると考えます。 

② 次期指定管理者の選定について 

現指定管理者については、施設の設置目的を果たすための管理運営が期待できるのは

陶芸室と研修室のみであり、木工室は設置目的を果たすための成果はほとんど期待で

きないことから、現状のままでは次期指定管理者について、公益社団法人大野城市シ

ルバー人材センターでなければならない特段の理由は見受けられない状況です。 

また、陶芸室が実態として１団体が優先的に使用している状況を踏まえると、陶芸室

は優先的に利用している団体を指定管理者とし、それ以外の施設を他の指定管理者と

して指定することも一案です。少なくとも、陶芸室の利用申込は、現状の年度当初に

１年間の利用スケジュールが決まっている状況は抜本的に変え、四半期毎など一定期

間を区切って利用申込を受け付ける方法とする必要があります。 

現状の指定管理業務の枠組みのままでは、本施設の設置目的を果たす管理運営は期待

できない状況にあることから、本施設の設置目的・本施設で実施するべき事業・本施

設の維持管理運営の適切な手法等を早急に検討する必要があります。 

以上のとおり、大きな問題を抱えている本施設については、上記に示した問題を解決

できる抜本的な見直しが必要な状況であり、見直し方策を踏まえ、指定管理期間及び

指定管理者の選定方法を決める必要があると考えます。 
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■公民館・集会所 

① 現在の指定管理者のサービスについて 

区域内住民の生涯学習及び地域活動の拠点である公民館・集会所（以下、「公民館施

設」という）は、各区が指定管理者として維持管理・運営しており、地域住民に身近

な区が担うことで、地域住民の要望や地域活動の方向性を反映した維持管理業務が適

切になされているものと評価します。 

ただし、多くの公民館施設において、利用者は子どもたちや 50 歳代～70 歳代の中高

齢者層が多く、それ以外の年齢層の利用促進が課題となっています。公民館施設は区

域内の全ての住民の生涯学習及び地域活動の拠点に位置づけられていることから、引

き続き幅広い年齢層の利用促進に取り組む必要があります。 

② 指定管理者の自主事業及び収支明細について 

診断にあたっての重要な資料である事業報告書について、全ての公民館施設共通で、

以下の問題点が確認できました。 

ⅰ）自主事業の内容について 

一般的に、指定管理者による自主事業は、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、

あらかじめ市の承認を得た上で、指定管理者ではないひとつの組織として自ら企

画し自らの費用で施設を使用して実施する事業のことと考えます。自主事業はあ

らかじめ協定書に記載されている指定管理業務以外のもので、施設の設置目的に

則し施設の使用許可を得て行う事業と、施設の目的外使用許可による事業に分類

できます。 

一方、公民館施設の事業報告書で自主事業として記された事業の中には、指定管

理施設以外の場所で実施されている事業が含まれています（事業実施のための会

議を公民館施設内で実施する場合もあるが、事業自体は施設外で実施）。本来、指

定管理施設における自主事業ではない事業を自主事業として掲載することは正確

な自主事業の数量等を分かりにくくし、指定管理者のサービスを正しく検証しに

くい状況となります。また、自主事業を正しく掲載しないと収支明細書の支出の

部の「自主事業費」が正しく計上されなくなり、収支明細書の適切な診断ができ

なくなる要因にもなります。 

これらを踏まえ、正しく自主事業を位置づけ、その内容に基づき正しい収支明細

書を作成することに関して、所管課が主体となった改善が極めて重要です。 

ⅱ）収支明細書の内容について 

前回（平成 25 年度）の指定管理者診断において、「指定管理者業務に関する収支

明細書をはじめとする会計処理に関して不明確な点が見受けられます」との指摘

がなされ、指定管理者業務に関する収支以外に、指定管理者ではない区としての

活動に係る収入・支出が混在されている状態を解消することを条件に、「平成 26

年度からの次期指定管理者は、引き続き非公募により現指定管理者である各区を

指定することが望ましい」とされています。 

しかし今回の診断における収支明細書では、前回の指摘事項が改善されていませ

ん。指定管理業務に関する収入・支出の明細が正しく示されない資料では、指定
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管理者交付金をはじめとする収入と、指定管理業務に関する支出の適正さと妥当

性を診断できません。所管課の説明では、前回診断結果に基づき指定管理者であ

る区に対する働きかけを行ったが、区の事務等を混乱させる結果となったため、

改善に至らなかったとのことですが、それならばサンプルとして特定の区だけで

も良いので次善策を講じたうえで診断に必要な資料を準備することが求められま

す。 

ⅲ）収入・支出の差引額について 

上記「ⅱ）収支明細書の内容について」の問題が存在することが前提ですが、収

入と支出の差引額は、全ての指定管理者で収入が支出を上回っており、一見する

と財政面では指定管理業務を安定的に実施できているように見えます。多くの指

定管理者の差引額（収入額－支出額）は数十万円台ですが、数百万円台に登る指

定管理者も複数存在し、最大は一千万円を超える差引額に達しています。また、

サンプルとして 2 つの指定管理者の差引額を経年で見たところ、どちらも差引額

は増加傾向でした。 

どの指定管理者も指定管理者交付金が 300 万円台ですが、差引額が多額に上るこ

とは、その妥当性に疑問を生じさせる要因となります。しかし、収入に指定管理

業務とは全く関係のない区費等が含まれていること、支出に本来は自主事業では

ない事業に関する支出が含まれていることなど、差引額（次年度への繰越額）の

妥当性を診断しづらい状況です。 

これらの問題は、所管課も認識はしているが、適切な指定管理者診断の実施を妨げる

要因となっており、この問題を解決できていない現状は、市による主体的なモニタリ

ングに対する信頼性を低下させます。 

③ 次期指定管理者の選定について 

区域内住民の生涯学習及び地域活動の拠点である公民館施設は、地域住民に身近な区

が指定管理者として維持管理・運営することが、最も効率的・効果的と考え、平成

31 年度からの次期指定管理者は、引き続き非公募により現指定管理者である各区を

指定することが望ましいと考えます。期間は現状と同じ５年間が適切と考えます。 

ただし、前回の診断で解消するべき問題点として指摘した事項がほとんど改善されて

いなかったことから、所管課の責任の下で以下の問題点を着実に解消することが必要

です。 

【解消するべき問題点と解消方法】 

ⅰ）指定管理者の収支明細書の適正化 

指定管理者の収支明細書が不適切な内容となっている要因は、以下のとおりと考

えます。 

○各区の区長（自治会長）が公民館長を担い、公民館の開館時に区長は公民館長

として公民館の事務室に常駐していることから、公民館長としての指定管理業

務と区長としての自治会業務が混在し、両者を明確に区分できていないこと 

○区は、公民館施設の指定管理者と老人憩の家の指定管理者として指定管理者交

付金を交付されている以外に、本市から地域活動統合補助金（区の事務活動の
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推進、区内情報の伝達、地域の福祉活動の推進、地域環境美化活動の実施等に

関する活動に対する補助金）の交付を受けており、両者を明確に区分できてい

ないこと 

○各区の区長は、指定管理者の公民館長（常勤職員）として、指定管理者交付金

のうち公民館長活動費（月額 73,100 円×12 ヶ月）に基づき給与が給付されて

いる以外に、行政区長として本市の非常勤特別職に任用され月額の給与（均等

割額 50,000 円＋世帯割額 25,000～80,000 円）を給付されており、指定管理者

の公民館長としての業務と本市非常勤特別職の行政区長としての業務が混在

し、両者を明確に区分できていないこと 

このような状況の下、会計に関する基礎的業務知識を備える人材が区の会計等の

役員に居ない場合は、区が自主的に指定管理業務に特化した収支明細書に必要か

つ適切な会計処理を行うことは非常に難しいことが確認できました。よって、全

ての区で区分会計処理を適正に行うため、例えば所管課が責任を持って必要経費

を指定管理者交付金に計上し、指定管理者による直接雇用もしくは業務委託によ

り経理に精通した人材を確保するようサポートをするなど、公民館施設の指定管

理業務に関する会計処理の適正化と、収支明細書を始めとする指定管理者事業報

告書の記載内容の適正化を次期指定期間に取り組むことが必要です。 

これにより、次回の指定管理者診断では、各公民館施設の収支明細書を比較検証

可能な状況とするとともに、支出状況の適性さを検証できるように改善すること

が必要です。 

なお、区長は公民館長としての業務以外に市の非常勤特別職としての業務、区の

区長としての業務に従事していることから、公民館施設の人件費支出については、

単純に公民館事務室に配置されている区長等の人数で積算するのではなく、上記

の業務区分別の従事時間実数や従事割合に基づく従事時間相当分のみを計上する

ことに注意すべきと思われます。 

ⅱ）幅広い年齢層の利用促進に対する所管課の支援 

前述のとおり、多くの公民館において、利用者は子どもたちや 50 歳代～70 歳代の

中高齢者層が多くなっており、指定管理者は引き続きそれ以外の年齢層の利用促

進に取り組む必要があります。 

その際、各指定管理者による自助努力だけではなく、所管課が幅広い年齢層の市

民による利用が活発な指定管理者に対してインタビュー等の調査を実施し、幅広

い年齢層の市民の利用の促進効果のある工夫・取組・事業等を把握し、全ての指

定管理者に対して優れた取組事例（ベストプラクティス）として普及させていた

だきたいと思います。 
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■老人憩の家 

① 現在の指定管理者のサービスについて 

区域に居住する老人の教養の向上、レクリエーション及び相互親睦等を図り、もって

老人の心身の健康の増進に寄与するための施設であり、地域住民に身近な区が担うこ

とで、利用者の要望を反映した維持管理業務が適切になされているものと評価します。 

ただし、シニアクラブに施設の管理運営を委任している区を中心に一部の老人憩の家

では、シニアクラブ会員の利用に偏っており、シニアクラブの会員ではない高齢者の

利用の事実上の妨げとなっている状況があります。 

収支明細書や会計については、公民館施設と同様の問題を有しています。また、公民

館施設と老人憩の家は各区において、会計が一体化しており、それぞれを明確に区分

できていない状況であることが確認できました。今後、公民館施設と一体的に改善方

策を実施することが望ましいと考えます。 

② 次期指定管理者の選定について 

主に区域に居住する老人のための老人憩の家は、区が指定管理者として維持管理・運

営することが、最も効率的・効果的と考え、公民館施設を所管するコミュニティ文化

課と連携しながら、以下に示す問題点を解消することは必要ですが、平成 31 年度か

らの次期指定管理者は、引き続き非公募により現指定管理者である各区を指定するこ

とが望ましいと考えます。期間は現状と同じ５年間が適切と考えます。 

【解消するべき問題点】 

ⅰ）指定管理者の収支明細書の適正化

次期指定管理期間には、コミュニティ文化課と連携して、老人憩の家の指定管理

業務に関する会計処理の適正化と、収支明細書を始めとする指定管理者事業報告

書の記載内容の適正化に取り組むことが必要です。 

ⅱ）シニアクラブ会員以外の利用促進に対する所管課の支援 

シニアクラブ会員以外の高齢者の利用を促進するため、各指定管理者による自助

努力だけではなく、所管課がシニアクラブ会員以外の高齢者の利用が活発な指定

管理者に対してインタビュー等の調査を実施し、シニアクラブ会員以外の市民の

利用促進に効果のある工夫・取組・事業等を把握し、全ての指定管理者に対して

優れた取組事例（ベストプラクティス）として普及させていただきたいと思いま

す。 



-9- 

５ 特記事項 
本年度の診断は、市の出資団体が指定管理者となっている場合（２施設）と、市との

つながりが強く地域自治を担う様々な活動を自主的に行っている区が指定管理者と

なっている場合（２施設）が対象でした。これらに共通するのは、指定管理者の活動

拠点が指定管理施設内にあること、指定管理業務以外に各団体は自身の活動として日

常的に様々な事業・業務を実施していることがあげられます。 

そのため、４施設共通で、事業報告書には指定管理業務以外の各団体としての事業が

混在して掲載されていること、収支明細書が指定管理者としてのものと各団体として

のものが分離されず混在しているなど、大きな問題が発生しています。 

客観性・透明性を担保し適切に指定管理者としての維持管理運営が実施されているこ

とを明らかにするためには、指定管理者としての業務に関する事業・人員体制・会計

と、各団体としての事業・人員体制・会計が分離していることが原則であることを今

一度、全ての指定管理者に徹底する必要があります。特に市の出資団体等で指定管理

施設内に団体としての活動拠点もある場合は、強く徹底する必要があります。 

以上 


